マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）
ジュリアは誰かと話しています。
彼女は、誰と話していますか？
あなたはどこ出身ですか？
タイ出身です。
ジャックは怖がっています。
彼は何を怖がっていますか？
これらの本は誰のものですか？
私のものです。
トムのお父さんは病院にいます。
彼は、どの病院にいますか？
ケイトは、旅行に行きました。
誰といっしょに？/ 彼女は誰といっしょにいきましたか？
話せますか？
もちろん。何について話しをしたいですか？
あなたの新しい家は、どんな感じですか？
とても大きいです。
私の家の近くに新しいレストランがあります。
どんな感じですか？良いですか？
わかりません。まだ、そこで食べたことがありません。
新しい先生は、どんな感じですか？
とても良い先生です。私たちは、たくさん学んでいます。
昨日、ニコールの両親に会いました。
会ったの？どんな感じだった？
とてもいい人たちでした。
良い休暇を取れましたか？天気は、どんな感じでしたか？
最高でした。毎日、快晴でした。

UNIT４７（ページ９４〜９５） 翻訳
Julia is talking to somebody.
Who is she talking to?
Where are you from?
I’m from Thailand.
Jack was afraid.
What is he afraid of?
Who do these books belong to?
They’re mine.
Tom’s father is in the hospital.
Which hospital is he in?
Kate is going on vacation.
Who with? / Who is she going with?
Can we talk?
Sure. What do you want to talk about?
What’s your new house like?
It’s very big.
There’s a new restaurant near my house.
What’s it like? Is it good?
I don’t know. I haven’t eaten there yet.
What’s your new teacher like?
She’s very good. We learn a lot.
I met Nicole’s parents yesterday.
You did? What are they like?
They’re very nice.
Did you have a good vacation? What was the weather like?
It was great. It was sunny every day.

EXERCISES（演習）:
その手紙は誰からのものですか？

Who is the letter from?

あなたは何を探していますか？

What are you looking for?

誰といっしょに映画を観に行きましたか？

Who did you go to the movies with?

その映画は何についてでしたか？

What was the movie about?

そのお金を誰にあげましたか？

Who did you give the money to?

その本は、誰のよって書かれましたか？

Who was the book written by?

彼女は、誰と話していますか？

Who is she talking to?

どのレストランにあなたは行くつもりですか？

Which restaurant are you going to?

彼らは、何について話していますか？

What are they talking about?

彼女は、何を聞いていますか？

What is she listening to?

どのバスを待っていますか？

Which bus are they waiting for?

トムのお父さんは病院にいます。

Tom’s father is in the hospital.
Which hospital is he in?

どの病院にいますか？
私たちは、ホテルに滞在していました。
どのホテルに滞在していましたか？
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We stayed at a hotel.
Which hotel did you stay at?
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ジャックはフットボールチームでプレイしています。
彼は、どのフットボールチームでプレイしていますか？
この街にある学校に通っていました。

Jack plays for a football team.
Which football team does he play for?

どの学校に通いましたか？

I went to school in this town.
Which school did you go to?

その道路は、どんな感じですか？

What are the roads like?

その食べ物は、どんな感じですか？

What is the food like?

その人たちは、どんな感じですか？

What are the people like?

天気は、どんな感じですか？

What is the weather like?

天気は、どんな感じでしたか？

What was the weather like?

その映画は、どんな感じでしたか？

What was the movie like?

あなたのコンピューターのクラスは、どんな感じでしたか？

What were your computer classes like?

あなたのホテルは、どんな感じでしたか？

What was your hotel like?
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