マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT６０（ページ１２０〜１２１）翻訳

主語

目的格

Subject

Object

私は

私を

I

me

私たちは

私たちを

we

us

あなたは

あなたを

you

you

あなたたちは

あなたたちを

he

him

彼は

彼を

she

her

彼女は

彼女を

they

them

彼ら/彼女らは

彼らを/彼女たちを

私はトムを知っています。

I know Tom.
Tom knows me.

トムは私を知っています。
私たちはトムを知っています。

We know Tom.
Tom knows us.

トムは私たちを知っています。
あなたはトムを知っています。

You know Tom.
Tom knows you.

トムはあなたを知っています。
彼はトムを知っています。

He knows Tom.
Tom knows him.

トムは彼を知っています。
彼女はトムを知っています。

She knows Tom.
Tom knows her.

トムは彼女を知っています。
彼ら/彼女らはトムを知っています。
トムは彼ら/彼女らを知っています。

They know Tom.
Tom knows them.

私はこの本はいりません。あなたにあげます。

I don't want this book. You can have it.

私はこれらの本はいりません。あなたにあげます。

I don't want these books. You can have them.

ダイアナはミルクを決して飲みません。彼女はミルクが好きではありません。

Diana never drinks milk. She doesn't like it.

私はパーティに一度も行きません。私はパーティーが好きではありません。

I never go to parties. I don't like them.

この手紙は私宛ではありません。あなた宛ですよ。

This letter isn't for me. It's for you.

あの女性は誰ですか？どうしてあなたは彼女を見ているのですか？

Who is that woman? Why are you looking at her?

私たちは映画を観に行きます。あなたも私たちと一緒に来たいですか？

We are going to the movies. Do you want to come with us?

スーとケビンは映画に行く予定です。あなたも彼らと一緒に行きたいですか？

Sue and Kevin are going to the movies. Do you want to go with
them?

新聞はどこですか？
あなたはその上に座っていますよ。

Where's the newspaper?
You're sitting on it.

その本が欲しいです。その本を私に下さい。

I want that book. Please give it to me.

ロバートはこれらの本を必要としています。彼にこれらの本を譲ってもらえませ
んか？

Robert needs these books. Can you give them to him, please?

EXERCISES（演習）:
私はあの女の子たちを知りません。あなたは彼女たちを知っていますか？

I don't know those girls. Do you know them?

私はあの男性を知りません。あなたは彼を知っていますか？

I don't know that man. Do you know him?

私はあの人たちを知りません。あなたは彼らを知っていますか？

I don't know those people. Do you know them?

私はデービットの奥さんを知りません。あなたは彼女を知っていますか？

I don't know David's wife. Do you know her?

私はスティーブン氏を知りません。あなたは彼を知っていますか？

I don't know Mr. Stevens. Do you know him?

私はサラの両親を知りません。あなたは彼らを知っていますか？

I don't know Sarah's parents. Do you know them?

私は黒のコート着ている女性を知りません。あなたは彼女を
知っていますか？
私は彼女に会いたいが、彼女は私に会いたくありません。

翻訳: ZARICHJAPAN

I don't know the woman in the black coat. Do you know her?
I want to see her, but she doesn't want to see me.
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彼らは私に会いたいが、私は彼らに会いたくありません。

They want to see me, but I don't want to see them.

彼女は彼に会いたいが、彼は彼女に会いたくありません。

She wants to see him, but he doesn't want to see her.

私たちは彼らに会いたいが、彼らは私たちに会いたくありません。

We want to see them, but they don't want to see us.

彼は私たちに会いたいが、私たしは彼に会いたくありません。

He wants to see us, but we don't want to see him.

彼らは彼女に会いたいが、彼女は彼らに会いたくありません。

They want to see her, but she doesn't want to see them.

私は彼らに会いたいが、彼らは私に会いたくありません。

I want to see them, but they don't want to see me.

あなたは彼女に会いたいが、彼女はあなたに会いたくありません。

You want to see her, but she doesn't want to see you.

私はトマトを食べません。私はトマトが好きではありません。

I don't eat tomatoes. I don't like them.

ジョージはとても良い人です。私は彼が好きです。

George is a very nice man. I like him.

このジャケットはあまり素敵ではありません。好きではありません。

This jacket isn't very nice. I don't like it.

これは私の新しい車です。あなたは気に入りましたか？

This is my new car. Do you like it?

クラーク女史はあまりフレンドリーではありません。私は彼女が好きではありま
せん。

Mrs. Clark is not very friendly. I don't like her.

それは私の新しい靴です。気に入りましたか？

These are my new shoes. Do you like them?

あの女性は誰ですか？ どうしてあなたは彼女を見ているのですか？

Who is that woman? Why are you looking at her?

あの男性を知っていますか？
はい、私は彼と働いています。

Do you know that man?
Yes, I work with him.

チケットはどこですか？見つけられません。

Where are the tickets? I can't find them.

鍵を見つけられません。どこにいったのかしら？

I can't find my keys. Where are they?

私たちは出かけます。私たちと一緒に来てもいいですよ。

We are going out. You can come with us.

私は新しいコンピューターを手に入れました。見たいですか？

I have a new computer. Do you want to see it?

マリアは音楽が好きです。彼女はピアノを弾きます。

Maria likes music. She plays the piano.

私は犬が好きではありません。怖いです。

I don't like dogs. I'm afraid of them.

あなたに話しているの。私の話を聞いて。

I'm talking to you. Please listen to me.

アンナはどこですか？彼女と話がしたいです。

Where is Anna? I want to talk to her.

このDVD、持っていっていいですよ。私はいらないです。

You can have these DVDs. I don't want them.

私の兄は新しい仕事につきましたが、その仕事はあまり好きではないようです。

My brother has new job, but he doesn't like it very much.

私にはあの本が必要です。それを私にくれませんか？

I need that book. Can you give it to me?

彼はその鍵を欲しがっています。それを彼にあげてもらえませんか？

He wants the key. Can you give it to him?

彼女はその鍵を欲しがっています。彼女にそれをあげてもらえませんか？

She wants the keys. Can you give them to her?

私はあの手紙が欲しいです。それを私にくれませんか？

I want that letter. Can you give it to me?

彼らはお金を欲しがっています。彼らにそれをあげてもらえませんか？

They want the money. Can You give it to them?

私たちはその写真が欲しいです。それを私たちにくれませんか？

We want the photos. Can you give them to us?
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