マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT６２（ページ１２４〜１２５）翻訳

I
私は

➔

my
私の

➔

mine
私のもの

It's my money.
それは私のお金です。

It's mine.
それは私のものです。

we
私たちは

➔

our
私たちの

➔

ours
私たちのもの

It's our money.
それは私たちのお金です。

It's ours.
それは私たちのものです。

➔

your
あなたの
あなたたちの

➔

yours
あなたのもの
あなたたちのもの

It's your money.
それはあなたのお金です。
それはあなたたちのお金です。

It's yours.
それはあなたのものです。
それはあなたたちのものです。

he
彼は

➔

his
彼の

➔

his
彼のもの

It's his money.
それは彼のお金です。

It's his.
それは彼のものです。

she
彼女は

➔

her
彼女の

➔

hers
彼女のもの

It's her money.
それは彼女のお金です。

It's hers.
それは彼女のものです。

It's their money.
それは彼ら/彼女らのお金です。

It's theirs.

you
あなたは
あなたたちは

their

they
彼ら/彼女らは

➔

それらは

彼ら/彼女らの

theirs
➔

それらの

彼ら/彼女たちのもの
それらのもの

それは彼らの/彼女らのものです。

1

私の手は冷たいです。

My hands are cold

2

これはあなたの本ですか？

Is this your book?

3

ヘレンは私に彼女の傘をくれました。

Helen gave me her umbrella.

4

それは彼らの問題であって、私たちの問題ではありません。

It's their problem, not our problem.

5

この本は私のものですか？それともあなたのものですか？

Is this book mine or yours?

6

私は傘を持っていなかったので、ヘレンは彼女のものを私にくれました。

I didn't have an umbrella, so Helen gave me hers.

7

それは彼らの問題であって、私達のもの（問題）ではありません。

It’s their problem, not ours.

8

私達は私たちの車に乗り込み、彼らは彼らのもの（車）に乗り込みました。

We went in our car, and they went in theirs.

これは彼のカメラですか？それとも彼女のものですか？

Is this his camera or hers?
It's his.

9

それは彼のものです。

10 私は、友達の1人と映画に行きました。

I went to the movies with a friend of mine.

11 トムは、彼の友達の1人とレストランにいました。

Tom was in the restaurant with a friend of his.

12 その人たちはあなたの友達ですか？

Are those people friends of yours?

13 これは誰の本ですか？

Whose book is this?

これは誰のお金ですか？

Who's money is this?
(Whose is this?)
It's mine

14 （これは誰のものですか？）
それは私のものです。
これ(ら)は誰の靴ですか？

Whose shoes are these?
(Whose are these?)
They’re John’s.

15 （これらは誰のものですか？）
それ(ら)はジョンのものです。

EXERCISES（演習）:
16 それはあなたのお金です。それはあなたのものです。

It's your money. It's yours

17 それは私の鞄です。それは私のものです。

It's my bag. It's mine.

18 それは私たちの車です。それは私たちのものです。

It's our car. It's ours.

19 それは彼女の靴です。それは彼女のものです。

They’re her shoes. They're hers.

20 それは彼らの家です。それは彼らのものです。

It's their house. It’s theirs.

21 それらはあなたの本です。それらはあなたのものです。

They’re your books. They’re yours.

22 それ(ら)は私のメガネです。それ(ら)は私のものです。

They’re my glasses. They’re mine.

23 それは彼のコートです。それは彼のものです。

It’s his coat. It's his.

24 それは彼らの問題であって、私たちのもの（問題）ではありません。

It's their problem, not ours.

25 これは素敵なカメラです。あなたのものですか？

This is a nice camera. Is it yours?
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26 あれは私の傘ではありません。私のものは黒です。

That's not my umbrella. Mine is black.

27 これらは誰の本ですか？あなたものですか？それとも私のものですか？

Whose books are these? Yours or mine?

28 キャサリンは今晩、彼女の友達と出かけるつもりです。

Catherine is going out with her friends tonight.

29 私の部屋は彼女のもの（部屋）よりも大きいです。

My room is bigger than hers.

30 彼らは２人の子供がいますが、私は彼らの名前を知りません。

They've got two children, but I don't know their names.

31 あなたの洗濯機を使ってもいいですか？私のもの（洗濯機）は動きません。

Can we use your washing machine? Ours isn't working.

32 私は、友達の1人と映画に行きました。

I went to the movies with a friend of mine.

33 彼らは、彼らの友達の何人かと休暇に出掛けました。

They went on vacation with some friends of theirs.

34 彼女は彼女の友達の1人と出掛けるつもりです。

She's going out with a friend of hers.

35 私達は、私たちの友達何人かと夕食をしました。

We had dinner with some friends of ours.

36 私は、友達の１人とテニスをしました。

I played tennis with a friend of mine.

37 トムは、彼の友達の1人と会うつもりです。

Tom is going to meet a friend of his.

38 あなたはその人たちを知っていますか？彼らはあなたの友達ですか？

Do you know those people? Are they friends of yours?

39

40

41

42

43

44

これは誰の車ですか？
それは彼らのものです。
これは誰のカメラですか？
それは彼女ものです。
これ(ら)は誰の手袋ですか？
それ(ら)は私のものです。
これは誰の帽子ですか？
それは彼のものです。
これは誰のお金ですか？
それは私のものです。
これらは誰の本ですか？
それらは私たちのものです。
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Who's car is this?
It's theirs.
Whose camera is this?
It's hers.
Who's gloves are these?
They are mine.
Whose hat is this?
It's his.
Who's money is this?
It's mine.
Whose books are these?
They’re ours.
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