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ウィスキーのボトルを２本も空け

て車を運転するのは危険だ。 

それは/なるだろう/危険に/２本の

ウィスキーを飲んで車を運転する

ことは 

It would be dangerous to drink two bottles of 

whisky and drive a car. 

交通量の多い通りを、信号が青に変

わらないうちに横断するのはとて

も危険です。 

それは/です/とても危険/交通量の

多い通りを横断することは/信号が

青に変わる前に 

It is very dangerous to cross a busy street 

before the light turns green. 

早朝、鳥のさえずりを聴きながら散

歩するのは本当に気持ちがいい。 

それは/です/とても気持ちがいい/

散歩することは/早朝に、鳥が歌う

のを聴きながら 

It is really pleasant to take a walk early in 

the morning, listening to birds sing. 

日本の高校生の大半が、大学入試に

備えるために塾に行く。 

ほとんどの日本の高校生は/行きま

す/塾に/大学入試に準備するため

に 

Most Japanese high school students go to a cram 

school to prepare for college entrance exams. 

日本人は、エレベーターや信号待ち

だと、わずか３０秒でいらいらし始

める。 

エレベータが来るのや信号が変わるの

を待っている時、ほとんどの日本人は/

なります/いらいらに/わずか３０秒で 

When waiting for the elevator to come or the 

traffic light to change, most Japanese people 

become irritated in only 30 seconds. 

列車で隣に座ったおばあさんに、ど

こまで行くのと尋ねられた。 

電車で私の隣に座っていた年の女

性は/尋ねました/私に/どこへ私が

行くつもりなのか 

An elderly woman sitting next to me on the 

train asked me where I was going. 

公共の交通機関では不便だからレンタ

カーを借りてその街をあちこち見てま

わるのはどうだろうとトムは言った。 

トムは/言った/私達に/私達が車を借

りるべきだと/街をまわるために/なぜ

なら公共の交通機関が不便だから 

Tom told us that we should rent a car to get 

around the city because the public 

transportation was inconvenient. 

いつ結婚するか、子供を産むか産ま

ないかは、各人の自由な判断による

べきだ。 

皆は/あるべきです/自由で/決める

のに/いつ結婚すべきかと子供を持

つべきかどうかを 

Everyone should be free to decide when to get 

married and whether to have children. 

大地震がいつどこで起こるかは予

測不可能だ。 

それは/です/不可能/予測すること

は/どこでそしていつ大地震がある

のだろうかを 

It is impossible to predict where and when 

there will be a major earthquake. 

トムは万事うまくいくと言い張っ

たが、私は心配で仕方なかった。 

トムは/主張しました/全てが大丈

夫になるだろうと、しかし/私は/

心配に感じずにいられなかった 

Tom insisted that everything would be all 

right, but I couldn’t help feeling worried. 
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僕の発言が彼女を傷つけるなんて

思いもしなかった。 

それは/決して思い浮かばなかった/私

に/私の発言が彼女の気持ちを傷つけ

るかもしれないということが 

It never occurred to me that my remark might 

hurt her feelings. 

「トム、ごはんですよ」 

「分かった。すぐ行くよ」 

「トム、夕飯は/です/準備済み」 

「分かった、お母さん 僕は/行く

ところです」 

“Tom, dinner is ready.” 

“OK, Mom.  I’m coming.” 

成田空港に着いたら電話します。 

私は/電話するつもりです/あなた

に/私が成田空港に着いた時 

I’ll call you when I get to Narita Airport. 

これから東京ディズニーランドま

で電車で行くなら、３回も乗り換え

が必要になります。 

もしあなたがここからディズニー

ランドまで電車に乗ったら、あなた

は/乗り換えねばならない/３回 

If you take the train to Tokyo Disneyland from 

here, you have to change three times. 

大学を卒業したら海外で仕事を探

すことに決めている。 

私は/決めてしまった/海外で仕事

を探すことを/私が大学を卒業した

時 

I’ve decided to look for a job abroad when I 

graduate from college. 

このドライヤー、動かないわ。壊れ

たみたい。 

このドライヤーは/動きません  

何かが/おかしいようです/それに

関して 

This dryer doesn’t work.   

Something seems to be wrong with it. 

アメリカのホームステイで一番うれしかっ

たことは、ホストの両親が私を自分の娘のよ

うに扱ってくれたことです。 

アメリカ人家族との私の滞在について

最高のことは/でした/その両親が私を

扱ったこと/彼らの娘のように 

The best thing about my stay with an American 

family was that the parents treated me just 

like their daughter. 

１０代の頃、父の仕事の関係でカナ

ダに３年間住んだことがある。 

私は/住んでいました/カナダに/３年

間/私が十代だった時/なぜなら私の父

はそこに転勤させられました 

I lived in Canada for three years when I was 

in my teens because my father was transferred 

there. 

インターネットの普及とともに、こ

こ数年、パソコンの売上が急速に伸

びている。 

インターネットは/広く使われてい

ます、だから/パソコンの売上が急

速に増えています/過去数年間で 

The Internet is widely used, so sales of 

personal computers have been rapidly 

increasing over the last few years. 

トムが水泳の名人だと自慢するのをた

びたび聞いたことがあるが、実際に泳

いでいるところを見たことがない。 

私は/よく聞いたことがある/トムが自慢す

るのを/彼は水泳がとても得意と、でも/私は

一度も実際に見たことがない/彼が泳ぐのを 

I’ve often heard Tom boast that he is very good 

at swimming, but I’ve never actually seen him 

swim. 
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