
マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）　UNIT２９（ページ５８～５９）

私のスーツケースはとても重いです。 
運んであげますよ。

My suitcase is very heavy. 
I'll carry it for you.

明日、電話するわね、いい？ 

わかったわ、じゃあね。
I'll call you tomorrow, OK? 
OK, bye.

いい天気だわ。外に座ろうと思います。 It's a nice day. I think I'll sit outside.

雨が降っています。出かけようとは思いません。 It's raining. I don't think I'll go out.

明日、仕事をします。 I'm working tomorrow.

今晩、良いTV番組があります。それを見るつもりです。 There's a good program on TV tonight. I'm going to watch it.

今週末、何をしますか？ What are you doing this weekend?

電話に出ましょうか？ 
いいえ、大丈夫です。私が出ます。

Shall I answer the phone? 
No, that's OK. I'll answer it.

この部屋はとても暖かいです。 

窓を開けましょうか？
It's very warm in this room. Shall I open the window?

今晩電話しましょうか？ 

はい。
Shall I call you tonight? 
OK.

良い天気です。散歩に出かけましょうか？ It's a nice day. Shall we go for a walk?

夕食は何を食べましょうか？ What shall we have for dinner?

今晩電話しましょうか？ 

はい。
Should I call you tonight? 
OK.

良い天気です。散歩に出かけましょうか？ It's a nice day. Should we go for a walk?

夕食に何を食べましょうか？ What should we have for dinner?

EXERCISES（演習）:

私のスーツケースは、とても重いです。 

運んであげますよ。
My suitcase is very heavy. 
I'll carry it for you.

休暇を楽しんで下さい。 

ありがとう。ポストカードを送ります。
Enjoy your vacation. 
Thank you. I'll send you a postcard.

このバナナ、いりません。 
ええっと、私はお腹が空いています。私が食べます。

I don't want this banana. 
Well, I'm hungry. I'll eat it.

椅子、いかがですか？ 

いいえ、大丈夫です。床に座ります。
Do you want a chair? 
No, it's okay. I'll sit on the floor.

ジェニーに電話しましたか？ 
あっ、いいえ、忘れました！今、そうします。

Did you call Jenny? 
Oh no, I forgot. I'll do it now.

私と一緒に来ますか？ 

いいえ、やめておきます。私はここにいます。
Are you coming with me? 
No, I don't think so. I'll stay here.

このカメラ、どうやって使いますか？ 

私に渡して。（使い方を）見せてあげるわ。
How do you use this camera? 
Give it to me and I'll show you.

今日は寒いです。出かけようとは思いません。 It's cold today. I don't think I'll go out.

お腹が空いています。何か食べます。 I'm hungry. I will have something to eat.

とても疲れています。テニスをしようとは思いません。 I feel very tired. I don't think I'll play tennis.

この帽子、気に入りました。それを買おうと思います。 I like this hat. I think I'll buy it.

このカメラはとても高いです。それを買おうとは思いません。 This camera is too expensive. I don't think I'll buy it.

明日、電話するわね。いい？ I'll call you tomorrow, OK?
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まだ買い物を終わらせていません。後でそれをします。 I haven't done the shopping yet. I'll do it later.

スポーツが好きです。テレビで、たくさんのスポーツを観ます。 I like sports. I watch a lot of sports on TV.

私は運動が必要です。散歩に出かけようと思います。 I need some exercise. I think I'll go for a walk.

ゲリーは新しい車を買うつもりです。先週、彼は私に話してくれました。 Gerry is going to buy a new car. He told me last week

この手紙はローズ宛です。 
わかったわ、彼女に渡します。

This letter is for Rose. 
Okay. I'll give it to her.

今晩何かしますか？ 

はい、何人かの友達と出かけます。
Are you doing anything this evening? 
Yes, I'm going out with some friends.

明日の夜、あなたと出かけられません。仕事をしています。 I can't go out with you tomorrow night. I'm working.

この帽子気に入りました。買おうと思います。 I like this hat. I think I'll buy it.

この部屋はとても暖かいです。 

d) 窓を開けましょうか？
It's very warm in this room. 
d) Shall I open the window?

このテレビ番組はあまり面白くありません。 
g) 消しましょうか？

This TV program isn't very good. 
g) Should I turn it off?

パーティをしましょうか？ 

b) はい、誰を呼びましょうか？
Should we have a party? 
b) Yes, who shall we invite?

この部屋は暗いです。 

e) 電気をつけましょうか？
It's dark in this room. 
e) Should I turn on the light?

そのお店へ行きましょうか？ 
i) いいえ、大丈夫です。私が行きます。

Should I go to the store? 
i) No, it's OK. I'll go.

出かけましょうか？ 

a) もしあなたがそうしたければ。どこへ行きましょうか？
Shall we go out? 
a) If you want. Where should we go?

ここで待ちましょうか？ 

h) いいえ、私と一緒に来て下さい。
Shall I wait here? 
h) No, come with me.

パンはありますか？ 
c) いいえ、買いに出ましょうか？

Do we have any bread? 
c) No, shall I go and get some?

宝くじを買いましょうか？ 

f) そうね、何枚買いましょうか？
Should we get some lottery tickets? 
f) OK, how many shall we buy?
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