
マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）　UNIT ７１（ページ１４２～１４３）翻訳

1 この通りの名前は何ですか？ What is the name of this street?

2 あなたのチームで一番の選手は誰ですか？ Who is the best player on your team?

3 今何時か教えてもらえますか？ Can you tell me the time, please?

4 私のオフィスは１階にあります。 My office is on the first floor.

5 空港の近くに住んでいますか？ Do you live near the airport?

6 すみません、（ここから）一番近くの銀行はどこですか？ Excuse me, where is the nearest bank?

7 私たちは同じ通りに住んでいます。 We live on the same street.

8
これらの２冊の本は違うものですか？ 

いいえ、同じ本ですよ。
Are these two books different? 
No, they are the same.

9 太陽 / 月 / 世界 / 空 / 海 / 田舎 the sun / the moon / the world / the sky / the ocean / the country

10 空は青く、太陽は輝いています。 The sky is blue and the sun is shining.

11 あなたは都会に住んでいますか？それとも田舎に住んでいますか？ Do you live in a city or in the country?

12 警察 / 消防署 / 陸軍 the police / the fire department / the army

13 私の兄(or弟）は兵隊です。彼は陸軍にいます。 My brother is a soldier. He's in the army.

14 警察をどう思いますか？彼らは良い仕事をしていますか？ What do you think of the police? Do they do a good job?

15 上・天辺 / 終わり / 真ん中 / 左 the top / the end / the middle / the left

16 そのページの天辺にあなたの名前を書いて下さい。 Write your name at the top of the page.

17 私の家は、このブロッグの突き当たりにあります。 My house is at the end of this block.

18 テーブルは、部屋の真ん中にあります。 The table is in the middle of the room.

19 あなたの国では、車は右側通行ですか？それとも左側通行ですか？ Do you drive on the right or on the left in your country?

20 ピアノを弾く / ギターを弾く / トランペットを吹く (play…) the piano / the guitar / the trumpet

21 ポーラはピアノを習っています。 Paula is learning to play the piano.

22
ラジオ番組・ラジオ放送 
私はラジオをよく聞きます。

the radio 
I listen to the radio a lot.

23
インターネット 

あなたはインターネットをよく利用しますか？
the Internet 
Do you use the Internet much?

24
テレビ放送、テレビ番組 

私はテレビをよく見ます。 
今夜はどんな番組がありますか？

television / TV 
I watch TV a lot. 
What's on television tonight?

25 そのテレビ、消してくれますか？ Can you turn off the television?

26

朝食 / 昼食 / 夕食 

朝食は何を食べましたか？ 
夕食が出来ました！

breakfast / lunch / dinner 
What did you have for breakfast? 
Dinner is ready!

27

来 / 昨 + 週・月・年・夏・月曜日など 

来週私は仕事をしません。 
昨夏、休暇は取りましたか？

next / last + week / month / year / summer / Monday, etc. 
I'm not working next week. 
Did you take a vacation last summer?

EXERCISES（演習）:

28 この通りの名前は何ですか？ (X) 
What is the name of this street?

29 今夜、どんな番組がありますか？ What's on television tonight? 
OK.

30 私のアパートは２階にあります。 (X) 
Our apartment is on the second floor.
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31 月に行ってみたいですか？ (X) 
Would you like to go to the moon?

32 この街で一番良いホテルはどこですか？ (X) 
What is the best hotel in this town?

33 昼食は何時ですか？ What time is lunch? 
OK.

34 フットボールスタジアムへはどれくらい遠いですか？ (X) 
How far is it to the football stadium?

35 私たちは、五月末に旅行をします。 (X) 
We're taking a trip at the end of May.

36 来週末、あなたは何をしますか？ What are you doing next weekend? 
OK.

37 初めて彼女に会ったとき、私は彼女が好きではありませんでした。 (X) 
I didn't like her the first time I met her.

38 夕食の後、出かけます。 I'm going out after dinner. 
OK.

39 インターネットは情報を得るのに便利です。 (X) 
The Internet is a good place to get information.

40 姉(or妹）は先月結婚しました。 Sister got married last month. 
OK.

41 私の辞書は、右の棚の一番上にあります。 (X) 
My dictionary is on the top shelf on the right.

42 私たちは一番近い街から約１０マイル離れた田舎に住んでいます。 (X) 
We live in the country about 10 miles from the nearest town.

43
私はノース通りに住んでいて、あなたはノース通りに住んでいます。
私たちは同じ通りに住んでいます。

I live on North Street, and you live on North Street. We live on the 
same street.

44
私は8:30に到着し、あなたは8:30に到着しました。私たちは同じ時間
に到着しました。

I arrived at 8:30, and you arrived at 8:30. We arrived at the same time.

45 ジムは２５歳で、スーは２５歳です。ジムとスーは同い年です。 Jim is 25, and Sue is 25. Jim and Sue are the same age.

46
私のシャツは深い青で、私もジャケットもそうです。私のシャツと
ジャケットは同じ色です。

My shirt is dark blue, and so is my jacket. My shirt and jacket are the 
same color.

47 私はお金がなくて、あなたはお金がない。私たちは同じ問題を抱えています。 I have no money, and you have no money. We have the same problem.

48 太陽は輝いています。 The sun is shining.

49 彼女はギターを弾いています。 She's playing the guitar.

50 彼らは朝食を食べています。 They are having breakfast.

51 彼はテレビを見ています。 He's watching television.

52 彼らは海で泳いでいます。 They’re swimming in the ocean.

53 ティムの名前は、名簿の一番下にあります。 Tim's name is at the bottom of the list.

54 私たちは昨晩レストランで夕食を食べました。 We had dinner at a restaurant last night.

55
私たちはとても素敵なホテルに泊まりましたが、そのホテルの名前を
覚えていません。 We stayed at a very nice hotel, but I don't remember the name.

56 今夜は空がとてもクリアです。全ての星が見れます。 The sky is very clear tonight. You can see all the stars.

57 時々夜遅い時間に良いテレビ番組があります。 Sometimes there are some good programs on television late at night.

58 とても速く（車で）走っていたので、警察官は私を呼び止めました。 The policed stopped me because I was driving too fast.

59 東京は日本の首都です。 Tokyo is the capital of Japan.

60
昼食に何を食べましたか？ 

サラダを食べました。
What did you have for lunch? 
A salad.

61 真夜中に目が覚めました。 I woke up in the middle of the night.
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