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1 私は昨日、自分の部屋を掃除しました。 I cleaned my room yesterday.

2 チャーリーは大学でエンジニアリングを勉強しました。 Charlie studied engineering in college.

3 私は自分の部屋を掃除しました。 I have cleaned my room.

4 ティナは１０年間マイアミに住んでいました。 Tina has lived in Miami for 10 years.

5 これらの部屋は毎日キレイにされています。 These rooms are cleaned everyday.

6 私の車は修理されました。 My car has been repaired.

7 私は昨日ケーキを作りました。 I made a cake yesterday.

8 私はコーヒーを入れました。 I have made some coffee.

9 バターはミルクで作られています。 Butter is made from milk.

10 昨晩誰かがこの窓を壊しました。 Somebody broke this window last night.

11 誰かがこの窓を壊しました。 Somebody has broken this window.

12 この窓は昨晩割れました。 This window was broken last night.

EXERCISES（演習）:

（ザリッチジャパンが配布した動詞リストを参照ください） 25.1 (please refer to your verb sheet)

（ザリッチジャパンが配布した動詞リストを参照ください） 25.2 (please refer to your verb sheet)

13 手が汚れていたので、洗いました。 I washed my hands because they were dirty.

14 誰かがこの窓を壊しました。 Somebody has broken this window.

15 気分がいいです。昨晩とても良く眠れました。 I feel good. I slept very well last night.

16 私たちは昨日とても良い映画を観ました。 We saw a really good movie yesterday.

17 私たちの休暇中、雨がたくさん降りました。 It rained a lot while we were on vacation.

18 カバンを失くしました。（それを）見かけませんでしたか？ I've lost my bag. Have you seen it?

19 ロザの自転車は先週盗まれました。 Rosa's bicycle was stolen last week.

20 疲れていたので、早めに寝ました。 I went to bed early because I was tired.

21 もう仕事は終わりましたか？ Have you finished your work yet?

22 そのショッピングモールは２０年前に建てられました。 The Shopping mall was built about 20 years ago.

23 アナは１６歳の時に車の運転を学びました。 Anna learned to drive when she was 16.

24 私は馬に一度も乗ったことがありません。 I've never ridden a horse.

25 ジュリアは私の良い友人の一人です。長い間彼女を知っています。 Julia is a good friend of mine. I have known her for a long time.

26 昨日私は滑って足を怪我しました。 Yesterday I fell and hurt my leg.

27
私の弟（兄）は昨年ボストンマラソンで走りました。あなたはマラソ
ンを走ったことがありますか？

My brother ran in the Boston marathon last year. Have you ever run 
in a marathon?

28 コーヒーを入れました。いかがですか？ I have made some coffee. Would you like some?

29 あなたの新しい仕事についてジョンと話しましたか？ Have you spoken to John about your new job?

30
日曜日にバスケットボールをしました。あまり上手くプレイしませんで
したが、試合に勝ちました。

We played basketball on Sunday. We didn’t play very well, but we 
won the game.
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31
ゲリーを知っていますが、彼の奥様には一度も会ったことがありませ
ん。 I know Gary, but I've never met his wife.

32 真夜中にうるさい音楽で目が覚めました。 We were woken up by loud music in the middle of the night.

33 ステファニーは川に飛び込んで、向こう岸まで泳ぎました。 Stephanie jumped into the river and swam to the other side.

34
その映画、気に入りましたか？ 
はい、とても良いと思いました。

Did you like the movie? 
Yes, I thought it was very good.

35 フィリピンでは多くの違った言語が話されています。 Many different languages are spoken in the Philippines.

36
高価なホテルに泊まったので、私たちの休暇はたくさんのお金がかか
りました。

Our vacation cost a lot of money because we stayed in an 
expensive hotel.

37 今までにとても速い車を運転したことはありますか？ Have you ever driven a very fast car?

38 そのコンサートの全てのチケットはとても早くに売れ切れました。 All the tickets for the concert were sold very quickly.

39 私たちが夕食を食べている間に鳥が開いた窓から飛び込んできました。 A bird flew in through the open window while we were having our 
dinner.
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