マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT４８（ページ９６〜９７） 翻訳

1

あなたの車は何色ですか？

What color is your car?

2

このシャツは、何サイズですか？

What size is this shirt?

3

何時ですか？

What time is it?

4

そんな職業に就きたいですか？

What kind of job do you want?

5

あなたの目は、何色ですか？

What color are your eyes?

6

彼女の国籍はどこですか？

What nationality is she?

7

今日は、何曜日ですか？

What day is it today?

8

あなたの好きな色は何ですか？

What’s your favorite color?

9

今晩、あなたは何をしたいですか？

What do you want to do tonight?

10

９：５０か１０：３０か、どちらの電車に乗りましたか？

Which train did you catch — the 9:50 or the 10:30?

11

ロペズ先生、グレイ先生かヒル先生、どちらの医師に会いましたか？

Which doctor did you see — Dr. Lopez, Dr. Gray, or Dr. Hill?

12

カナダかオーストラリアか、どちらが大きいですか？

Which is bigger – Canada or Australia?

13

ジョーとゲリーでは、どちらが高いですか？

Who is taller – Joe or Gary?

14

この道でも、あの道でも行けます。どちらの道で行きましょうか？

We can go this way or that way.
Which way should we go?

15

４本の傘がここにあります。どれが、あなたのですか？

There are four umbrellas here.
Which is yours?

16

アルゼンチンの首都はどこですか？

What’s the capital of Argentina?

17

どのような種類の音楽が好きですか？

What kind of music do you like?

彼の目は、何色ですか？

What color are his eyes?
Which color do you prefer, pink or yellow?

18

19

ピンクか黄色、どちらの色が好きですか？
世界で、一番長い川はどこですか？
ミシシッピー、アマゾン、もしくはナイル、どれが一番長い川ですか？

What is the longest river in the world?
Which is the longest river — the Mississippi, the Amazon, or
the Nile?

20

昨晩のパーティはどうでしたか？
最高でした。

How was the party last night?
It was great.

21

仕事へはどのように行きますか？
バスで。

How do you get to work?
By bus.

22

あなたの身長はどれくらいですか？
私は、1m78cmです。

How tall are you?
I’m 5 feet 10 (1.78 meters).

23

その馬はどれくらい大きいですか？
それほど大きくありません。

How big is the house?
Not very big.

24

あなたのお母さんは、いくつですか？
彼女は、４５歳です。

How old is your mother?
She’s 45.

25

ここから空港まで、どれくらいの距離ですか？
１０マイルです。

How far is it from here to the airport?
10 miles (about 16 kilometers).

26

どれくらい頻繁に車を使いますか？
毎日です。

How often do you use your car?
Every day.

27

彼らは、結婚してどれくらい経ちますか？
１０年です。

How long have they been married?
Ten years.

28

そのタクシーは、いくらでしたか？
１０ドルでした。

How much was the taxi?
Ten dollars.
EXERCISES（演習）:
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29

このシャツは、ステキです。
何サイズですか？

This shirt is nice.
What size is it?

30

仕事がほしいです。
どのような職種の仕事をお望みですか？

I want a job.
What kind of job do you want?

31

新しいセーターを持っています。
それは、何色ですか？

I have a new sweater.
What color is it?

32

今朝、早く起きました。
何時に起きましたか？

I got up early this morning.
What time did you get up?

33

音楽が好きです。
どのような種類の音楽が好きですか？

I like music.
What type of music do you like?

34

車を買いたいです。
どのような種類の車を買いたいですか？

I want to buy a car.
What kind of car do you want to buy?

35

どちらの道を行った方がいいですか？

Which way should we go?

36

どちらのジャケットがあなたのですか？

Which jacket is yours?

37

どちらの映画を観にいきたいですか？

Which movie do you want to see?

38

どちらのバスが、ダウンタウンに行きますか？

Which bus goes downtown?

39

あの男の人の名前は何ですか？

What is that man’s name?

40

どちらの道を行った方がいいですか？
左？それとも右ですか？

Which way should we go?
Left or right?

41

紅茶かコーヒー、どちらも召し上がってもらえます。
どちらが召し上がりたいですか？

You can have tea or coffee.
Which do you prefer?

42

今日は、何曜日ですか？
金曜日です。

What day is it today?
Friday.

43

あなたの好きなスポーツは何ですか？

What is your favorite sport?

44

ステキなオフィスです。どれがあなたの席ですか？

This is a nice office. Which desk is yours?

45

肉と魚、どちらが高いですか？

Which is more expensive, meat or fish?

46

リズとスティーブ、どちらが年上ですか？

Who is older, Liz or Steve?

47

どのような種類のカメラを持っていますか？

What kind of camera do you have?

48

３つのカメラを持っています。
どのカメラを一番よく使いますか？

I’ve got three cameras.
Which camera do you use most?

49

エベレスト山は、どれくらい高いですか？
29,000フィード以上です。

How high is mount Everest?
Over 29,000 feet.

50

駅まで、どれくらいの距離ですか？
ほぼ２マイルです。

How far is it to the station?
Almost 2 miles.

51

ヘレンは、何歳ですか？
彼女は、２６歳です。

How old is Helen?
She’s 26.

52

バスは、どれくらい頻繁に運行していますか？
１０分毎に。

How often do the buses run?
Every 10 minutes.

53

このプールは、どれくらい深いですか？
７フィードです。

How deep is the water in the pool?
Seven feet.

54

どれくらいここに住んでいますか？
約３年くらい。

How long have you lived here?
Almost 3 years.

55

あなたは、５フィート９？５フィート１０？。それとも、５フィート１１？
あなたの身長はどれくらいですか？

Are you 5 feet nine? 5 feet 10? 5 feet 11?
How tall are you?
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56

この箱は、１キロ？２キロ？、それとも３キロですか？
この箱は、どれくらいの重さですか？

Is this box one kg? Two? Three?
How much does this box weigh?

57

あなたは、２０歳？、２２歳、それとも２５歳ですか？
あなたは何歳ですか？

Are you 20 years old? 22? 25?
How old are you?

58

あなたは、＄２０、＄３０、それとも＄５０、使いましたか？
あなたは、どれくらい使いましたか？

Did you spend $20? $30? $50?
How much did you spend?

59

あなたは、毎日テレビを見ますか？一週間に１回？それとも、全く見ませんか？
どれくらい頻繁に、テレビを見ますか？

Do you watch TV every day? Once a week? Never?
How often do you watch TV?

60

ニューヨークからロスまで、２，０００マイルですか？
２，５００マイルですか？それとも、３，０００マイルですか？
ニューヨークからロスまでどれくらいの距離ですか？

Is it 2,000 miles from New York to Los Angeles?
2,500? 3,000?
How far is it from New York to Los Angeles?

翻訳: ZARICHJAPAN

ページ (!3 of 3)

