マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）
ポーラはどこにいますか？
ボーラがどこにいるか知っていますか？

UNIT５０（ページ１００〜１０１） 翻訳
Where is Paula?
Do you know where Paula is?

ポーラがどこにいるかわかりません。

I know where Paula is.
I don't know where Paula is.

ボーラがどこにいるか教えてもらえますか？

Can you tell me where Paul is?

その人たちは誰ですか？

Who are those people?

その人たちが誰か知っていますか？

Do you know who those people are?
Can you tell me who those people are?

ボーラがどこにいるか知っています。

その人たちが誰か教えてもらえますか？
その人たちが誰かわかりません。

I know those people are.
I don't know who those people are.

その人たちが誰か覚えていません。

I don't remember who those people are.

ニコルは何歳ですか？

How old is Nicole?

ニコルが何歳か知っていますか？

Do you know how old Nicole is?
Can you tell me how old Nicole is?

その人たちが誰か知っています。

ニコルが何歳か教えてもらえますか？
ニコルが何歳かわかりません。

I know how old Nicole is.
I don't know how old Nicole is.

ニコルが何歳か覚えていません。

I don't remember how old Nicole is.

何時ですか？

What time is it?

何時か知っていますか？

Do you know what time it is?
Can you tell me what time it is?

ニコルが何歳か知っています。

何時か教えてもらえませんか？
何時かわかりません。

I know what time it is.
I don't know what time it is.

何時か覚えていません。

I don't remember what time it is.

どこへ行けますか？

Where can I go?

どこへ行けるか知っていますか？

Do you know where I can go?
Can you tell me where I can go?

何時か知っています。

どこへ行けるか教えてもらえますか？
どこへ行けるかわかりません。

I know where I can go.
I don't know where I can go.

どこへ行けるか覚えていません。

I don't remember where I can go.

このカメラはいくらですか？

How much is this camera?

このカメラがいくらか知っていますか？

Do you know how much this camera is?
Can you tell me how much this camera is?

どこへ行けるか知っています。

このカメラがいくらか教えてもらえますか？
このカメラがいくらかわかりません。

I know how much this camera is.
I don't know how much this camera is.

このカメラがいくらか覚えていません。

I don't remember how much this camera is.

あなたは街をいつ出ますか？

When are you leaving town?

あなたが街をいつ出るか知っていますか？

Do you know when you are leaving town?
Can you tell me when you're leaving town?

このカメラがいくらか知っています。

あなたが街をいつ出るか教えてもらえますか？
あなたが街をいつ出るかわかりません。

I know when you're leaving town.
I don't know when you're leaving town.

あなたが街をいつ出るか覚えていません。

I don't remember when you're leaving town.

彼らはどこへ行きましたか？

Where have they gone?

彼らがどこへ行ったか知っていますか？

Do you know where they have gone?
Can you tell me where they have gone?

あなたが街をいつ出るか知っています。

彼らがどこへ行ったか教えてもらえますか？
彼らがどこへ行ったかわかりません。

I know where they have gone.
I don't know where they have gone.

彼らがどこへ行ったか覚えていません。

I don't remember where they have gone.

彼らがどこへ行ったか知っています。
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ジェニーは何を着ていましたか？
ジェニーが何を着ていたか知っていますか？
ジェニーが何を着ていたか教えてもらえますか？
ジェニーが何を着ていたか知っています。
ジェニーが何を着ていたかわかりません。
ジェニーが何を着ていたか覚えていません。

What was Jenny wearing?
Do you know what Jenny was wearing?
Can you tell me what Jenny was wearing?
I know what Jenny was wearing.
I don't know what Jenny was wearing.
I don't remember what Jenny was wearing.

彼がどこに住んでいるか知っていますか？

Where does he live?
Do you know where he lives?

飛行機はどのように飛びますか？

How do airplanes fly?

飛行機がどのように飛ぶか知っていますか？

Do you know how airplanes fly?
I don't know how airplanes fly.

彼はどこに住んでいますか？

飛行機がどのように飛ぶか知りません。
飛行機がどのように飛ぶか覚えていません。
飛行機がどのように飛ぶか知っています。
ジェーンは何が欲しいですか？
ジェーンが何が欲しいか知っていますか？

I don't remember how airplanes fly.
I know how airplanes fly.
What does Jane want?
Do you know what Jane wants?

ジェーンは何が欲しいか覚えていません。

I don't know what Jane wants.
I don't remember what Jane wants.

ジェーンは何が欲しいか知っています。

I know what Jane wants.

なぜ彼女は家に帰りましたか？

Why did she go home?

なぜ彼女が家に帰ったか知っていますか？

Do you know why she went home?
I don't know why she went home.

ジェーンは何が欲しいか知りません。

なぜ彼女が家に帰ったか知りません。
なぜ彼女が家に帰ったか知っています。

I don't remember why she went home.
I know why she went home.

私はその鍵をどこに置きましたか？

Where did I put the key?

私がその鍵をどこに置いたか知っていますか？

Do you know where I put the key?
I don't know where I put the key.

なぜ彼女が家に帰ったか覚えていません。

私がその鍵をどこに置いたか知りません。
私がその鍵をどこに置いたか覚えていません。
私がその鍵をどこに置いたか知っています。
ジャックは家にいますか？
ジャックが家にいるか知っていますか？

I don't remember where I put the key.
I know where I put the key.
Is Jack at home?
Do you know if Jack is at home?

ジャックが家にいるか知りません。

Do you know whether Jack is at home?
I don't know if Jack is at home.

ジャックが家にいるかどうか知りません。

I don't know whether Jack is at home.

彼らは車を持っていますか？

Have they got a car?

彼らが車を持っているか知っていますか？

Do you know if they've got a car?
Do you know whether they've got a car?

ジャックが家にいるかどうか知っていますか？

彼らが車を持っているかどうか知っていますか？
彼が新しい車を持っているか知りません。
彼らが新しい車を持っているかどうか知りません。
ブライアンは泳げますか？
ブライアンが泳げるか知っていますか？

I don't know if they have a new car.
I don't know whether they have a new car.
Can Brian swim?
Do you know if Brian can swim?

ブライアンは泳げるか知りません。

Do you know whether Brian can swim?
I don't know if Brian can swim.

ブライアンは泳げるかどうか知りません。

I don't know whether Brian can swim.

彼らはこの近くに住んでいますか？

Do they live near here?

彼がこの近くに住んでいるか知っていますか？

Do you know if they live near here?
Do you know whether they live near here?

ブライアンは泳げるかどうか知っていますか？

彼がこの近くに住んでいるかどうか知っていますか？
彼がこの近くに住んでいるか知りません。
彼がこの近くに住んでいるかどうか知りません。
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I don't know if they live near here.
I don't know whether they live near here.
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誰かあなたを見かけましたか？
誰かがあなたを見かけたか知っていますか？

Did anybody see you?
Do you know if anybody saw you?

誰かがあなたを見かけたか知りません。

Do you know whether anybody saw you?
I don't know if anybody saw you.

誰かがあなたを見かけたかどうか知りません。

I don't know whether anybody saw you.

彼らが車を持っていたか知っていますか？

Do you know if they've got a car?

彼らが車を持っていたかどうか知っていますか？

Do you know whether they got a car?

私を見た人がいたか知りません。

I don't know if anybody saw me.
I don't know whether anybody saw me.

誰かがあなたを見かけたかどうか知っていますか？

私を見た人がいたかどうか知りません。

EXERCISES（演習）:
あなたの友人は家に帰りましたか？
彼らがどこへ行ったかわかりません。
スーは職場にいますか？
スーがどこにいるのかわかりません。
その建物はとても古いですか？
その建物がどれくらい古いかわかりません。
ポールはすぐにここへ来ますか？
ポールがいつここへ来るのかわかりません。
私が遅刻したので、彼は怒っていますか？
彼がどうして怒っているのかわかりません。
ドナは長い間ここに住んでいますか？
ドナがどれくらい長くここに住んでいるのかわかりません。
飛行機はどうやって飛びますか？
飛行機がどうやって飛ぶか知っていますか？
スーザンはどこで働いていますか？
スーザンがどこで働いているか知りません。
ピーターは何と言いましたか？
ピータが何と言っていたか覚えていますか？
どうして彼は早く家に帰りましたか？
どうして彼が早く家に帰ったかわかりません。
その会議は何時に始まりますか？
その会議が何時に始まるか知っていますか？
その事故はどのように起りましたか？

Have your friends gone home?
I don't know where they've gone.
Is Sue in her office?
I don't know where Sue is.
Is the building very old?
I don't know how old the building is.
Will Paul be here soon?
I don't know when Paul will be here.
Was he angry because I was late?
I don't know why he was angry.
Has Donna lived here a long time?
I don't know how long Donna has lived here.
How do airplanes fly?
Do you know how airplanes fly?
Where does Susan work?
I don't know where Susan works.
What did Peter say?
Do you remember what Peter said?
Why did he go home early?
I don't know why he went home early.
What time does the meeting begin?
Do you know what time the meeting begins?

その事故がどのように起ったか覚えていません。

How did the accident happen?
I don't remember how the accident happened.

何時か知っていますか？

Do you know what time it is?

何故発ちますか？

Why are you leaving?

彼らがどこへいくか知りません。

I don't know where they are going.

その美術館はどこにあるか教えてもらえますか？

Can you tell me where the museum is?

休暇のためにどこへ行きたいですか？

Where do you want to go for vacation?

象は何を食べるか知っていますか？

Do you know what elephants eat?

そのホテルから駅までどれくらい遠いか知りません。

I don't know how far it is from the hotel to the station.

彼らは車を持っていますか？

Do they have a car?
Do you know if/whether they have a car?

彼らが車を持っているかどうか知っていますか？
彼らは結婚していますか？
彼らが結婚しているかどうか知っていますか？
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Are they married?
Do you know if/whether they are married?
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スーはビルを知っていますか？
スーがビルを知っているかどうか知っていますか？
ゲリーは明日ここにいますか？
ゲリーは明日ここにいるかどうか知っていますか？
彼は試験に合格しましたか？
彼が試験に合格したかどうか知っていますか？
ローラは何が欲しいですか？
ローラが何が欲しいのか知っていますか？
ポーラはどこにいますか？
ポーラがどこにいるか知っていますか？
彼女は今日働いていますか？
彼女が今日働いているかどうか知っていますか？
何時に彼女は仕事を始めますか？
彼女が何時に仕事を始めるか知っていますか？
銀行は明日開きますか？
銀行が明日開くかどうか知っていますか？
サラとティムはどこに住んでいますか？
サラとティムはどこに住んでいるか知っていますか？
彼らはジェーンのパーティへ行きましたか？

Does Sue know Bill?
Do you know if/whether Sue knows Bill?
Will Gary be here tomorrow?
Do you know if/whether Gary will be here tomorrow?
Did he pass his exam?
Do you know if/whether he passed his exam?
What does Laura want?
Do you know what Laura wants?
Where is Paula?
Do you know where Paula is?
Is she working today?
Do you know if/whether she is working today?
What time does she start work?
Do you know what time she starts work?
Are the banks open tomorrow?
Do you know if/whether the banks are open tomorrow?
Where do Sarah and Tim live?
Do you know where Sarah and Tim live?

彼らがジェーンのパーティに行ったかどうか知っていますか？

Did they go to Jane's party?
Do you know if/whether they went to Jane's party?

50.6 自分なりに考えて文を完成しなさい。

50.6 Use your own ideas to complete these sentences.

なぜそのバスが遅れたか知っていますか？

Do you know why the bus was late?

何時に….か知っていますか？

Do you know what time…

すみません、…はどこか教えてもらえますか？

Excuse me, can you tell me where…

….が何か知りません。

I don't know what…

…かどうか知っていますか？

Do you know if…

…がいくらか知っていますか？

Do you know how much…
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