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私は疲れていません。 I’m not tired.

雨は降っていません。 It isn't raining.

彼らはここにいません。 They aren't here.

ブライアンはお腹がすいていません。 Brian wasn't hungry.

そのお店は開いていませんでした。 The stores weren't open.

私は仕事を終えていません。 I haven't finished my work.

スーは、メキシコへ行ったことがありません。 Sue hasn't been to Mexico.

彼女は明日ここにはいないでしょう。 She won't be here tomorrow.

ジョージは運転できません。 George can't drive.

昨晩、私は眠れませんでした。 I couldn't sleep last night.

あなたはそんなに一生懸命に仕事をするべきではありません。 You shouldn't work so hard.

私は、俳優にはなりたくありません。 I wouldn't like to be an actor.

彼らは、車を持つべきではありません。 They must not have a car.

私は出かけたいです。 
私は出かけたくありません。

I want to go out. 
I don't want to go out.

彼らは懸命に働きます。 

彼らは懸命に働きません。
They work hard. 
They don't work hard.

リズはギターを弾きます。 

リズはギターを弾きません。
Liz plays the guitar. 
Liz doesn't play the guitar.

父は仕事が好きです。 

父は仕事が好きではありません。
My father likes his job. 
My father doesn't like his job.

私は今朝早く起きました。 
私は今朝早く起きませんでした。

I got up early this morning. 
I didn't get up early this morning.

昨日彼らは懸命に働きました。 
昨日彼らは懸命に働きませんでした。

They worked hard yesterday. 
They didn't work hard yesterday.

私たちはテニスをしました。 

私たちはテニスをしませんでした。
We played tennis. 
We didn't play tennis.

ダイアンは私たちと夕食を食べました。 

ダイアンは私たちと夕食を食べませんでした。
Diane had dinner with us. 
Diane didn't have dinner with us.

見て！ 

見てはいけません！
Look! 
Don't look!

私を待って下さい。 
私を待たないで下さい。

Wait for me. 
Don't wait for me.

何かをしなさい！ 

何もしないで下さい！
Do something! 
Don't do anything!

スーは週末にはいろんなことをします。 

スーは週末にはあまり活動しません。
Sue does a lot on weekends. 
Sue doesn't do much on weekends.

あなたが言ったことを私はやりました。 

あなたが言ったことを私はやりませんでした。
I did what you said. 
I didn't do what you said.

EXERCISES（演習）:

彼は出かけています。 
彼は出かけていません。

He's gone out. 
He hasn't gone out.

彼らは結婚しています。 

彼らは結婚していません。
They are married. 
They aren't married.
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私は夕食を食べました。 
私は夕食を食べていません。

I've had dinner. 
I haven't had dinner.

今日は寒いです。 
今日は寒くありません。

It's cold today. 
It isn't cold today.

私たちは遅れるでしょう。 

私たちは遅れないでしょう。
We'll be late. 
We won't be late.

あなたは行くべきです。 

あなたは行くべきではありません。
You should go. 
You shouldn't go.

彼女は私に気づきました。 

彼女は私に気づきませんでした。
She saw me. 
She didn't see me.

私はチーズが好きです。 
私はチーズが好きではありません。

I like cheese. 
I don't like cheese.

彼らは理解しました。 

彼らは理解しませんでした。
They understood. 
They didn't understand.

彼はここに住んでいます。 

彼はここに住んでいません。
He lives here. 
He doesn't live here.

向こうへ行って！ 

向こうへ行かないで！
Go away! 
Don't go away!

私は食器を洗いました。 
私は食器を洗いませんでした。

I did the dishes. 
I didn't do the dishes.

彼女は泳げます。 
彼女は泳げません。

She can swim. 
She can't swim.

彼らは到着していました。 

彼らは到着していませんでした。
They've arrived. 
They haven't arrived.

私は銀行に行きました。 

私は銀行に行きませんでした。
I went to the bank. 
I didn't go to the bank.

彼は日本語を話します。 

彼は日本語を話しません。
He speaks Japanese. 
He doesn't speak Japanese.

私たちは腹を立てていました。 
私たちは腹を立てていませんでした。

We were angry. 
We weren't angry.

彼は喜ぶでしょう。 

彼は喜ばないでしょう。
He'll be happy. 
He won't be happy.

今夜私に電話して下さい。 

今夜私に電話しないで下さい。
Call me tonight. 
Don't call me tonight.

昨日雨が降りました。 

昨日雨が降りませんでした。
It rained yesterday. 
It didn't rain yesterday.

私は彼らが聞こえました。 
私は彼らが聞こえませんでした。

I could hear them. 
I couldn't hear them.

私はあなたを信じます。 
私はあなたを信じません。

I believe you. 
I don't believe you.

彼らは金持ちではありません。彼は、あまりお金を持っていません。 They aren't rich. They don't have much money.

何か食べたいですか？ 

いいえ、結構です。お腹が空いていません。
Would you like something to eat? 
No, thank you. I'm not hungry.

眼鏡が見つかりません。見かけませんでしか？ I can't find my glasses. Have you seen them?

スティーブはメールをあまり使いません。彼は電話で話す方を好みます。 Steve doesn't use email much. He’d rather talk on the phone.

私たちはここから駅まで歩けます。そんなに遠くはありません。 We can walk to the station from here. It isn't very far.

ジェーンはどこですか？ 
わかりません。今日は彼女を見かけていません。

Where's Jane? 
I don't know. I haven't seen her today.
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気をつけて！落ちないで！ Be careful! Don't fall!

私たちは昨晩映画を観に行きました。私はその映画があまり好きではありません
でした。

We went to the movies last night. I didn't like the movie very 
much.

私は日本へ何度も行ったことがありますが、韓国へは行ったことがありません。 I've been to Japan many times, but I haven't been to South Korea.

ジュリアは明日ここにいないでしょう。彼女は郊外に出かける予定です。 Julia won’t be here tomorrow. She’ll be out of town.

その窓は誰が壊しましたか？ 

私ではありません。私は壊しませんでした。
Who broke that window? 
Not me. I didn't do it.

私たちは何が起ったか気づきませんでした。 
そのとき現場を見ていませんでした。 We didn't see what happened. We weren't looking at the time.

リサは数日前に新しいコートを買いましたが、彼女はまだそれを着ていません。 Lisa bought a new coat a few days ago, but she hasn't worn it yet.

そんなに早く運転すべきではありません。危険です。 You shouldn't drive so fast. It's dangerous.

あなたは結婚していますか？  [いいえ] 

彼は結婚していません。
Are you married? [No] 
He isn't married

ロスアンジェルスに住んでいますか？  [はい] 

彼はロスアンジェルスに住んでいます。
Do you live in Los Angeles? [Yes] 
He lives in Los Angeles.

ロスアンジェルス出身ですか？  [いいえ] 

彼は、ロスアンジェス出身ではありません。
Were you born in Los Angeles? [No] 
He wasn't born in Los Angeles.

ロスアンジェルスが好きですか？  [いいえ] 

彼はロスアンジェルスが好きではありません。
Do you like Los Angeles? [No] 
He doesn't like Los Angeles.

どこか他の場所に住みたいですか？  [はい] 

彼はどこか違う場所に住みたいと思っています。
Would you like to live someplace else? [Yes] 
He would like to live someplace else.

運転できますか？  [はい] 

彼は運転できます。
Can you drive? [Yes] 
He can drive.

海外旅行したことはありますか？  [いいえ] 

彼は海外旅行したことがありません。
Have you traveled abroad? [No] 
He hasn't traveled abroad.

新聞を読みますか？  [いいえ] 

彼は新聞を読みません。
Do you read the newspaper? [No] 
He doesn't read the newspaper.

政治に興味はありますか？  [いいえ] 

彼は政治に興味がありません。
Are you interested in politics? [No] 
He isn't interested in politics.

いつも夜はテレビを見ますか？  [はい] 

彼はいつも夜はテレビを見ます。
Do you usually watch TV at night? [Yes] 
He usually watches TV at night.

昨晩テレビを見ましたか？  [いいえ] 

彼は昨晩テレビを見ませんでした。
Did you watch TV last night? [No] 
He didn't watch TV last night.

昨晩出かけましたか？  [はい] 

彼は昨晩出かけました。
Did you go out last night? [Yes] 
He went out last night.
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