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女性私は疲れていません。 

男性私は疲れています。
I’m not tired. 
I am.

彼女は疲れていませんが、彼は疲れています。 She isn’t tired, but he is.

お茶は好きですか？ 

女性いいえ、好きではありません。 

男性はい、好きです。

Do you like tea? 
No, I don’t. 
Yes, I do.

彼はお茶が好きですが、彼女は好きではありません。 He likes tea, but she doesn’t.

私はその映画を観たことがありませんが、私の母は観たことがあります。 I haven’t seen the movie, but my mother has.

どうか助けて下さい。 

ごめんなさい。出来ません。
Please help me. 
I’m sorry. I can’t.

疲れていますか？ 
疲れていましたが、今は疲れていません。

Are you tired? 
I was, but I’m not now.

今晩ジェーンは電話すると思いますか？ 

彼女はそうするかもしれません。
Do you think Jane will call tonight? 
She might.

今晩勉強するつもりですか？ 

すべきだけど、多分しないでしょう。
Are you going to study tonight? 
I should, but I probably won’t.

彼女は疲れていませんが、彼は疲れています。 She isn’t tired, but he is.

私の妹はその映画を観ましたが、私は観ていません。 My sister has seen the movie, but I haven’t.

明日、あなたとジェーンは働きますか？ 

私は働きますが、ジェーンは働きません。
Are you and Jane working tomorrow? 
I am, but Jane isn’t.

疲れていますか？ 
はい、疲れています/ いいえ、疲れていません。

Are you tired? 
Yes, I am. / No, I’m not.

明日、ビルはここにいますか？ 

はい、彼はいます。/　いいえ、彼はいません。
Will Bill be here tomorrow? 
Yes, he will. / No, he won’t.

空港行きのバスはありますか？ 

はい、あります。/　いいえ、ありません。
Is there a bus to the airport? 
Yes, there is. / No, there isn’t.

私は暑い天候が好きではありませんが、スーは好きです。 I don’t like hot weather, but Sue does.

スーは一生懸命働きますが、私は一生懸命働きません。 Sue works hard, but I don’t.

仕事を楽しんでいますか？ 

はい、楽しんでいます。
Do you enjoy your work? 
Yes, I do.

あなたとクリスはその映画が好きでしたか？ 
私は好きでしたが、クリスは好きではありませんでした。

Did you and Chris like the movie? 
I did, but Chris didn’t.

とても楽しかったです。 

私も、楽しかったです。
I had a good time. 
I did, too.

昨日雨が降りましたか？ 

いいえ、降りませんでした。
Did it rain yesterday? 
No, it didn’t.

EXERCISES（演習）:

ケイトはお腹が空いていませんでしたが、私たちは空いていました。 Kate wasn’t hungry, but we were.

私は結婚していませんが、私の兄はしています。 I’m not married, but my brother is.

ビルはあなたを助けることができませんが、私はできます。 Bill can’t help you, but I can.

私はその本を読んだことはありませんが、トムはあります。 I haven’t read the book, but Tom has.

カレンはここにいませんが、クリスはいるでしょう。 Karen won’t be here, but Chris will.

あなたは遅刻しませんでしたが、私は遅刻しました。 You weren’t late, but I was.

私の妹はピアノが弾けますが、私は弾けません。 My sister can play the piano, but I can’t.
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サムは今日働いていますが、私は働いていません。 Sam is working today, but I’m not.

私は働いていましたが、私の友人たちは働いていませんでした。 I was working, but my friends weren’t.

マークは中国へ行ったことはありますが、私はありません。 Mark has been to China, but I haven’t.

私は出掛ける準備ができましたが、トムは準備ができていません。 I’m ready to go, but Tom isn’t.

私は、その映画を観たことがありますが、キムは観たことがありません。 I’ve seen the movie, but Kim hasn’t.

私は暑い天候は好きではありませんが、スーは好きです。 I don’t like hot weather, but Sue does.

スーは暑い天候は好きですが、私は好きではありません。 Sue likes hot weather, but I don’t.

私の母は眼鏡をかけていますが、私の父はかけていません。 My mother wears glasses, but my father doesn’t.

あなたはポールのことをあまりよく知りませんが、私は知っています。 You don’t know Paul very well, but I do.

私はそのパーティを楽しみませんでしたが、私の友人たちは楽しみました。 I didn’t enjoy the party, but my friends did.

私はテレビをあまり観ませんが、ピーターは観ます。 I don’t watch TV much, but Peter does.

ケイトはカナダに住んでいますが、彼女の両親は住んでいません。 Kate lives in Canada, but her parents don’t.

あなたは今朝朝食を食べましたが、私は食べませんでした。 You had breakfast this morning, but I didn’t.

疲れていますか？ 

始めは疲れていましたが、今は疲れていません。
Are you tired? 
I was earlier, but I’m not now.

スティーブは今日はとても気分がいいですが、昨日はそうではありませんでした。 Steve is happy today, but he wasn’t yesterday.

それらのお店はまだ開いていませんが、郵便局は開いています。 The stores aren’t open yet, but the post office is.

私は望遠鏡を持っていませんが、それを持っている人を知っています。 I don’t have a telescope, but I know sombody who does.

あなたを助けたいと思っていますが、ごめんなさい、できません。 I would like to help you, but I’m sorry I can’t.

通常、仕事に車で行きませんが、昨日はそうしました。 I don’t usually drive to work, but I did yesterday.

今までコスタリカへ行ったことがありますか？ 
いいえ、でもサンドラは行ったことがあります。彼女は去年休暇でそこへ行きまし
た。

Have you ever been to Costa Rica? 
No, but Sandra has. She went there on vacation last year.

あなたとルークはテレビをたくさん観ますか？ 
私はたくさん観ますが、ルークは観ません。

Do you and Luke watch TV a lot? 
I do, but Luke doesn’t.

サムの結婚式に招待されましたが、ケイトは招待されていません。 I’ve been invited to Sam’s wedding, but Kate hasn’t.

サラは運転免許試験に合格すると思いますか？ 

はい、必ず彼女は合格すると思います。
Do you think Sarah will pass her driving test? 
Yes, I’m sure she will.

今晩、出掛けますか？ 
私は、そうするかもしれません。確かではありませんが。

Are you going out tonight? 
I might. I don’t know for sure.

ブラジル人ですか？ Are you Brazilian?

車を持っていますか？ Do you have a car?

気分は大丈夫ですか？ Do you feel okay?

雪が降っていますか？ Is it snowing?

お腹が空いていますか？ Are you hungry?

クラシック音楽は好きですか？ Do you like classical music?

明日、あなたはボストンにいますか？ Will you be in Boston tomorrow?

腕を折ったことはありますか？ Have you ever broken your arm?

昨日何かを買いましたか？ Did you buy anything yesterday?

あなたは、午前３時に寝ていましたか？ Were you asleep at 3:00 AM?

翻訳: ZARICHJAPAN ページ (  of 2)2


