一般会話

072
711) 今度ご都合の良いときに、家に遊びに来てください。

712) 彼は何をするにも楽観的だ。

713) 私の住んでいるところは、南向きで日当たりが大変良いです。

714) 子供達はよく靴を逆に履く。

715) 飛行機は、1 時間半の遅れで成田に到着した。

716) 彼はもう 10 年間も病と闘っている。

717) 私は早寝早起きを習慣としている。

718) 彼らはカナダへ山登りに行った。

719) 時間の許す限り、ここにいてもいいよ。

720) 電話をお借りしてもいいですか？

711. Please come over to our place whenever it is convenient for you.
712. He is optimistic about whatever he does.
713. The house where I live faces south and it is very sunny.
714. Children often wear their shoes on the wrong feet.
715. The airplane landed at Narita airport one hour and thirty minutes behind
schedule.
716. He has been struggling with illness for the past ten years.
717. I am in the habit of keeping early hours
718. They went mountain-climbing in Canada.
719. You can stay here as long as time permits.
720. May I use your telephone?
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073
721) 貴方の家に、一晩泊めていただく事が出来ますか？

722) 寝ていたので一駅乗り過ごした。

723) 昨夜の大雨で、町に洪水が発生した。

724) 歩く事が、病気の治療には最もよい。

725) 昨日お祖父さんの 80 歳の誕生日を祝った。

726) コンピュータの発明で、世の中が変わった。

727) 彼からの手紙は、やさしい英語で書かれている。

728) あなたは、何か楽器が弾けますか？

729) 彼の内気な性格は、大人になっても直らなかった(克服する)。

730) 最近は、交通法規を無視するドライバーが多い。

721. I am wondering if you could put me up for one night.
722. As I was asleep, I rode past one station.
723. Last night's heavy rain flooded the town.
724. Walking is the best remedy for your disease.
725. We celebrated the eightieth birthday of our grandfather, yesterday.
726. The invention of the computer has changed the society.
727. His letter is written in easy English.
728. Can you play any musical instruments?
729. He never got over his shyness even after he grew up.
730. Drivers often ignore traffic regulations, recently.
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074
731) その風景は美しすぎて、言葉で表せない。

732) あの女性は十代の後半だと思うが。

733) いつの日か、月旅行が出来るようになるでしょう。

734) 私達は家に入る前に靴を脱ぎます。

735) あのアメリカ人は、日本人よりも日本のことを知っている。

736) 彼は絵画の才能がある。

737) 私は水泳が下手です。どうすればうまくなるか教えてください。

738) 昨日、関東地方で大きな地震があった。

739) 海外に住むと、故郷が懐かしい。

740) 映画鑑賞は私の大きな楽しみです。

731. The scenery is too beautiful for words. (beyond description)
732. I guess she is in her late teens.
733. Someday we will be able to travel to the moon..
734. We take off our shoes before entering the houses.
735. That American knows Japan better than Japanese (people.)
736. He has a talent for painting.
737. I am poor at swimming. Please show me how to swim well.
738. We had a big earthquake in Kanto yesterday.
739. When you live abroad, you will miss home.
740. Going to the movies is my great pleasure.
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075
741) 事故を起こさないように、注意して運転しなさい。

742) そのレストランは、来月関西に進出する。

743) 日本人は、勤勉な国民だといわれている。

744) 彼の言っていることは、筋が通っている。

745) 私達は、彼がどんな人か誰も知らない。

746) 彼らは母国語として、英語を話している。

747) その子供が言おうとしている事がわかりますか。

748) 私は、彼らの仕事の成果に満足した。

749) 技術は、毎年進歩を続けている。

750) 東京は、生活費が最も高い都市のひとつである。

741. Drive carefully so as not to cause any traffic accident.
742. The restaurant will open a branch in Kansai area next month.
743. The Japanese are said to be a hard-working people.
744. What he says makes sense.
745. None of us knows what kind of person he is.
746. They are speaking English as their mother tongue.
747. Can you understand what the child is trying to say?
748. I was satisfied with the result of their job.
749. Technology continues to make progress year by year.
750. Tokyo is one of the most expensive cities to live in.
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