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私は、幸せです。 
私も、幸せです。

I'm happy. 
I'm happy, too.

私は、幸せではありません。 

私も、幸せではありません。
I'm not happy. 
I'm not happy, either.

その映画が好きです。 
私も、その映画が好きです。

I like the movie. 
I liked it, too.

ジェーンは、医者です。 

彼女の夫も、医者です。
Jane is a doctor. 
Her husband is a doctor, too.

私は、料理はできません。 
私も、できません。

I can't cook. 
I can't, either.

ビルはテレビを見ません。彼は、新聞も読みません。 Bill doesn't watch TV. He doesn't read a newspaper, either.

私は、幸せです。 
私も、です。

I'm happy. 
So am I.

私は、幸せではありません。 
私も、です。

I'm not happy. 
Neither am I.

私は、働いています。 

私も、です。
I'm working. 
So am I.

今日は、仕事に遅れました。 

サムも、です。
I was late for work today. 
So was Sam.

銀行で働いています。 

私も、です。
I work in a bank. 
So do I.

昨晩、映画を観に行きました。 
あなたも？私も、です。

We went to the movies last night. 
You did? So did we.

オーストラリアへ行きたいです。 
私も、です。

I'd like to go to Australia. 
So would I.

中国に行ったことがありません。 
私も、です。

I haven't been to China. 
Neither have I.

ケイトは、料理が出来ません。 

トムも、です。
Kate can't cook. 
Neither can Tom.

私は、明日ここにはいません。 

私も、です。
I won't be here tomorrow. 
Neither will I.

その映画を観に一度も行ったことがありません。 

私も、です。
I never go to the movies. 
Neither do I.

EXERCISES（演習）:

私は、幸せです。 

私も、幸せです。
I'm happy. 
I am happy, too.

私は、お腹が空いていません。 

私も、空いていません。
I'm not hungry. 
I'm not hungry, either.

私は、出掛けます。 
私も、出掛けます。

I'm going out. 
I'm going out, too.

土曜日に雨が降りました。 

日曜日も雨が降りました。
It rained on Saturday. 
It rained on Sunday, too.

ジェニーは車を運転できません。 
彼女は、自転車も乗ることができません。

Jenny can't drive a car. 
She can't ride a bicycle, either.

私は、ショッピングに行くのが好きではありません。 

私も、ショッピングに行くのが好きではありません。
I don't like to go shopping. 
I don't like to go shopping, either.
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リンダのお母さんは、先生です。 
彼女のお父さんも、先生です。

Linda's mother is a teacher. 
Her father is a teacher, too.

昨晩、遅く寝ました。 

私もです。
I went to bed late last night. 
So did I.

私は、喉が乾いています。 
私も、です。

I'm thirsty. 
So am I.

私は、この本は読んだことがあります。 

私も、です。
I've already read this book. 
So have I.

休暇が必要です。 
私も、です。

I need a vacation. 
So do I.

明日、遅刻するでしょう。 

私も、です。
I'll be late tomorrow. 
So will I.

私は、今朝とても疲れていました。 
私も、です。

I was very tired this morning. 
So was I.

パーティに行けません。 

私も、行けません。
I can't go to the party. 
Neither can I.

昨晩、アレックスに電話しませんでした。 
私も、しませんでした。

I didn't call Alex last night. 
Neither did I.

ランチをまだ食べていません。 

私も、食べていません。
I haven't eaten lunch yet. 
Neither have I.

今晩、出掛けません。 

私も、出掛けません。
I'm not going out tonight. 
Neither am I.

何をしていいか、わかりません。 
私も、わかりません。

I don't know what to do. 
Neither do I.

今日は、疲れています。 

私も、疲れています。 
私は、疲れていません。

I'm tired today. 
So am I. 
I’m not.

私は、一生懸命に働きません。 

私も、一生懸命に働きません。 
私は、一生懸命に働きます。

I don't work hard. 
Neither do I. 
I do.

私は、英語を勉強しています。 I'm studying English. 
…

私は、自転車に乗ることが出来ます。 I can ride a bicycle. 
…

私は、アメリカ人ではありません。 I'm not American. 
…

私は、料理することが好きです。 I like to cook. 
…

私は、寒い気候が好きではありません。 I don't like cold weather. 
…

昨晩、とてもよく寝ました。 I slept well last night. 
…

インドに行ったことがありません。 I've never been to India. 
…

電話をあまり使いません。 I don't use my phone much. 
…

明日の夜、出掛けます。 I'm going out tomorrow night. 
…

先週、私は体調を崩していました。 I wasn't sick last week. 
…

昨晩、テレビを見ませんでした。 I didn't watch TV last night. 
…

よく映画を見に行きます。 I go to the movies a lot. 
…
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