マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT４６（ページ９２〜９３） 翻訳

シルビアはポールを見ました。

Silvia saw Paul.
Who saw Paul?

誰がポールを見ましたか？
シルビアを誰を見ましたか？

Sylvia. [Sylvia saw him.]
Who did Sylvia see?

ポールです。彼女はポールを見ました。

Paul. [She saw Paul.]

誰かがポールを見ました。

Somebody saw Paul.
Who saw Paul?
Sylvia. [Sylvia saw him.]

シルビアです。シルビアはポールを見ました。

誰がポールを見ましたか？
シルビアです。シルビアは彼を見ました。
シルビアは誰かを見ました。
ポールです。彼女はポールを見ました。

Sylvia saw somebody.
Who did Sylvia see?
Paul. [She saw Paul.]

この家には、誰が住んでいますか？

Who lives in this house?

何が起きましたか？

What happened?

何が起きていますか？

What's happening?

誰が、私の鍵を持っていますか？

Who's got my keys?

あなたは昨日誰に会いましたか？

Who did you meet yesterday?

ポールは何を言いましたか？

What did Paul say?

あなたは誰に電話していますか？

Who are you calling?

シルビアは何を着ていますか？

What was Sylvia wearing?

ジョージはオレンジが好きです。

George likes oranges.

誰がオレンジが好きですか？-ジョージです。
ジョージは何が好きですか？- オレンジです。

Who likes oranges? - George.
What does George like? - Oranges.

ジェーンは新車を獲得しました。

Jane won a new car.

誰が新車を獲得しましたか？- ジェーンです。
ジェーンは何を獲得しましたか？ - 新車です。

Who won a new car? - Jane.
What did Jane win? - A new car.

あなたの好きな歌手は誰ですか？

Who is your favorite singer?

あなたの好きは歌は何ですか？

What is your favorite song?

シルビアは誰を見ましたか？

EXERCISES（演習）:
誰かが窓を壊しました。
誰が窓を壊しましたか？
何かが棚から落ちました。
何が棚から落ちましたか？
誰かがあなたに会いたがっています。
誰が私に会いたがっていますか？
誰かが私の傘を持っていきました。
誰が私の傘を持っていきましたか？
何かが私の体調を悪くしました。
何があなたの体調を悪くさせましたか？
誰か来ます。
誰が来ますか？
何かを買いました。
何を買いましたか？
この家に誰か住んでいます。
誰がこの家に住んでいますか？
誰かに電話しました。
誰に電話しましたか？
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Somebody broke the window.
Who broke the window?
Something fell off the shelf.
What fell off the shelf?
Somebody wants to see you.
Who wants to see me?
Somebody took my umbrella.
Who took my umbrella?
Something made me sick.
What made you sick?
Somebody's coming.
Who is coming?
I bought something.
What did you buy?
Somebody lives in this house.
Who lives in this house?
I called somebody.
Who did you call?
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昨晩何かが起りました。
昨晩何が起りましたか？
誰かその答えを知っています。
誰がその答えを知っていますか？
誰かお皿を洗いました。
誰がお皿を洗いましたか？
ジェーンは何かしていました。
ジェーンは何をしていましたか？
何かが私を起こしました。
何があなたを起こしましたか？
誰かがその事故を見ました。
誰がその事故を見ましたか？
誰かを見ました。
誰を見ましたか？
誰か私のペンを持っています。
誰が私のペンを持っていますか？
この言葉は、何かの意味を持っています。

Something happened last night.
What happened last night?
Somebody knows the answer.
Who knows the answer.
Somebody did the dishes.
Who did the dishes?
Jane did something.
What did Jane do?
Something woke me up.
What woke you up?
Somebody saw the accident.
Who saw the accident?
I saw somebody.
Who did you see?
Somebody has my pen.
Who has my pen?

この言葉はどんな意味ですか？

This word mean something.
What does this word mean?

私は昨日….を失くしましたが、幸運にも..がそれを見つけてくれて、私に返してく

I lost XXXXX yesterday, but fortunately XXXXX found it and

れました。

gave it back to me.

あなたは、何を失くしましたか？

What did you lose?

誰がそれを見つけてくれましたか？

Who found it?

昨晩、…は私に電話をかけてきました。彼女は….をしがっていました。

XXXXX called me last night. She wanted XXXXX.

誰があなに電話しましたか？

Who called you?

彼女は何をしたかったのですか？

What did she want?

アドバイスが必要だったので、私は….に聞きました。彼は…と言いました。

I needed some advice, so I asked XXXXX. He said XXXXX.

あなたは誰にアドバイスを求めましたか？

Who did you ask for advice?

彼は何と言いましたか？

What did he say?

先週、…は結婚したと聞きました。

I heard that XXXXX got married last week.

…が私に教えてくれました。

XXXXX told me.

先週、誰が結婚しましたか？

Who got married last week?

誰があなたに伝えましたか？

Who told you?

今夜帰宅途中、…に会いました。彼女は私に…を教えてくれました。

I met XXXXX on my way home tonight. She told me XXXXX.

今夜帰宅途中、あなたは誰に会いましたか？

Who did you meet on your way home tonight?

彼女は、あなたに何を伝えましたか？

What did she tell you?

昨日スティーブンと私はテニスをしました。…が勝ちました。試合の後、私たち

Steven and I played tennis yesterday. XXXXX won. After the

は….しました。

game, we XXXXX.

誰が勝ちましたか？

Who won?

試合の後、あなたたちは何をしましたか？

What did you do after the game?

先週私の誕生日で、プレゼントをいくつかもらいました。…は私に本をくれ、キャ

It was my birthday last week, and I got some presents.

サリンは私に…をくれました。

XXXXX gave me a book, and Catherine gave me XXXXX.

誰があなたにその本をあげましたか？

Who gave you the book?

キャサリンはあなたに何をあげましたか？

What did Catherine give you?
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