マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT４０（ページ８０〜８１） 翻訳

1

今、何時ですか？

What time is it?

2

１０時半です。

It’s half past 10.

3

遅い時間です。

It’s late.

4

家に帰る時間です。

It’s time to go home.

5

今日は何曜日ですか？/今日は何日ですか？

What day is it?

6

木曜日です。

It’s Thursday.

7

３月１６日です。

It’s March 16th.

8

昨日は、私の誕生日でした。

It was my birthday yesterday.

9

私の家から街の中心部まで、２マイルです。

It’s two miles from our house to downtown.

10

ニューヨークからロサンゼルスまで、どのくらいありますか？

How far is it from New York to Los Angeles?

11

ここから空港まで、遠いです。

It’s a long way from here to the airport.

12

家まで歩けます。遠くありません。

We can walk home. It isn’t far.

13

雨が降っています。雨が降っていません。雪が降っていますか？

It’s raining. It isn’t raining. Is it snowing?

14

ここでは雨がたくさん降ります。

It rains a lot here.

15

昨日、雨は降りませんでした。

It didn’t rain yesterday.

16

よく雪は降りますか？

Does it snow very often?

暖かいです/暑いです/寒いです/快晴です/曇りです/風が強いです/よく晴れています/澄んで
います/乾燥しています/湿気があります/霧がかっています/暗いです、など

It’s warm / hot / cold / nice / cloudy / windy / sunny / clear /
dry / humid / foggy / dark, etc.

18

今日は、快晴です。

It’s a nice day today.

19

冬はたくさん雨が降ります。

It rains a lot in the winter.
It’s very rainy in the winter.
There is a lot of rain in the winter.

20

昨日は、とても風が強かったです。

It was very windy yesterday.
There was a strong wind yesterday.

21

...をするのは簡単です。

It’s easy to…

22

...をするのは難しいです。

It’s difficult to…

23

...をするのは不可能です。

It’s impossible to…

24

...をするのは危険です。

It’s dangerous to…

25

...をするのは安全です。

It’s safe to…

26

...をするのはお金がかかります。

It’s expensive to…

27

...をするのはおもしろいです。

It’s interesting to…

28

...をするのは良いことです。

It’s nice to…

29

...をするのは素晴らしいです。

It’s wonderful to…

30

...をするのは恐ろしいです。

It’s terrible to…

31

再びお目にかかれて嬉しいです。

It’s nice to see you again.

32

彼女を理解するのは不可能です。

It’s impossible to understand her.

33

あなたの家をみつけるのは簡単ではありませんでした。

It wasn’t easy to find your house.

34

また雨が降っています。

It’s raining again.
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35

Is it true that you’re moving to Dallas?

ダラスへ引っ越すって本当ですか？

EXERCISES（演習）:
36

雨が降っています。

It’s raining.

37

寒いです。

It’s cold.

38

風が強いです。

It’s windy.

39

よく晴れています。

It’s sunny.

40

雪が降っています。

It’s snowing.

41

曇っています。

It’s cloudy.

42

今、何時ですか？

What time is it?

43

今、帰らないといけません。とても遅いです。

We have to go now. It’s very late.

44

ビルはヘリコプターを操縦できるって本当ですか？

Is it true that Bill can fly helicopter?

今日は、何曜日ですか？火曜日ですか？
いいえ、水曜日です。

What day is it today? Tuesday?
No, it’s Wednesday.

46

街の中心部から空港まで１０キロあります。

It’s 10 kilometers from downtown to the airport.

47

仕事場に電話しても大丈夫ですか？

Is it okay to call you at the office?

ホテルまで、歩きたいですか？
わかりません。どれくらいありますか？

Do you want to walk to the hotel?
I don’t know. How far is it?

49

今日はリサの誕生日です。彼女は２７歳になります。

It’s Lisa’s birthday today. She’s 27.

50

信じられません！そんなの不可能です。

I don’t believe it! It’s impossible.

51

ここから駅まで、どれくらいありますか？

How far is it from here to the station?

52

ホテルからビーチまでどれくらいありますか？

How far is it from the hotel to the beach?

53

ニューヨークからワシントンまでどれくらいありますか？

How far is it from New York to Washington?

54

あなたの家から空港までどれくらいありますか？

How far is it from your house to the airport?

55

今日は、天気があまり良くありません。曇っています。

The weather isn’t so nice today. It’s cloudy.

56

昨日は、強い風が吹いていました。

There was a strong wind yesterday.

57

この部屋は暑いです。窓を開けて下さい。

It’s hot in this room. Open window.

58

昨日は、良い天気でした。暖かくて、よく晴れていました。

It was a nice day yesterday. It was warm and sunny.

59

昨晩、嵐でした。聞こえましたか？

There was a storm last night. Did you hear it?

60

とても暗かったので、怖かったです。

I was afraid because it was very dark.

61

ここはよく寒くなりますが、雨はあまり降りません。

It’s often cold here, but there isn’t much rain.

62

ここから、一番近くのガソリンスタンドまで、遠いです。

It’s a long way from here to the nearest gas station.

63

遅くに寝たら、朝早く起きにくくなります。

If you go to bed late, it’s difficult to get up early in the morning.

64

こんにちは、ジェーン。再びお目にかかれて嬉しいです。お元気ですか？

Hello, Jane. It’s nice to see you again. How are you?

65

このオフィスで働くのは不可能です。ここには、騒がしすぎます。

It’s impossible to work in this office. There is too much noise.

66

職場のみんなはとてもいい人たちです。友達を作りやすいです。

Everybody is very nice at work. It’s easy to make friends.

67

旅行するのが好きです。違った場所を訪れるのが楽しいです。

I like traveling. It’s interesting to visit different places.

68

安全でない街あります。夜１人で出掛けるのは危険です。

Some cities are not safe. It’s dangerous to go out alone at night.
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