
ファンクションフレーズ250[110̃138]

110 Do you call her every day?

111 Don't you call her every day?

112 Did you call her yesterday?

113 Didn't you call her yesterday?

114 Are you calling her now?

115 Aren't you calling her now?

116 Were you calling her at that time?

117 Weren't you calling her at that time?

118 Have you ever called her?

119 Have you called her yet?

120 Haven't you called her yet?

121 Have you been calling her? *be動詞の̃ed形動詞フレーズ。

122 Haven't you been calling her? *be動詞の̃ed形動詞フレーズ。

123 Will you call her?

124 Won't you call her?

125 Are you going to call her?

126 Aren't you going to call her?

127 Were you going to call her?

128 Weren't you going to call her?

129 Call her.

130 Call her, please.

131 Don't call her.

132 Please don't call her.

133 Never call her.

134 Don't call her, please.

135 Can you call her?

136 Can't you call her?

137 Could you call her?

138 Couldn't you call her?
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(日本語訳)

110 あなたは毎日彼女に電話しますか?

111 あなたは毎日彼女に電話しないですか?

112 あなたは昨日彼女に電話しましたか?

113 あなたは昨日彼女に電話しませんでしたか?

114 あなたは今彼女に電話しているですか?

115 あなたは今彼女に電話してないのですか?

116 あなたはその時彼女に電話していましたか?

117 あなたはその時彼女に電話していなかったのですか?

118 あなたはかつて彼女に電話したことがありますか?

119 あなたはもう彼女に電話しましたか?

120 あなたはまだ彼女に電話してないのですか?

121 あなたはずっと彼女に電話しているのですか?

122 あなたはずっと彼女に電話していないのですか?

123 あなたは彼女に電話するつもりですか?

124 あなたは彼女に電話するつもりはないですか?

125 あなたは彼女に電話する予定ですか?

126 あなたは彼女に電話する予定はないですか?

127 あなたは彼女に電話する予定だったのですか?

128 あなたは彼女に電話する予定はなかったのですか?

129 彼女に電話しなさい

130 どうか彼女に電話してください

131 彼女に電話してはいけません

132 どうか彼女に電話しないでください

133 決して彼女に電話してはいけません

134 どうか彼女に電話しないでください

135 あなたは彼女に電話できますか?

136 あなたは彼女に電話できませんか?

137 あなたは彼女に電話できましたか?

138 あなたは彼女に電話できませんでしたか?
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ファンクションフレーズ250[139̃167]

139 You must call her.

140 You mustn't call her.

141 You had better call her.

142 You had better not call her.

143 You should call her.

144 You shouldn't call her.

145 You ought to call her.

146 You ought not call her.

147 You need call her.

148 You need not call her.

149 You just only need call her.

150 You might as well call her.

151 You might as well not call her.

152 Will you please call her?

153 Won't you please call her?

154 Would you please call her?

155 Could you please call her?

156 Do you want to call her?

157 Don't you want to call her?

158 Did you want to call her?

159 Didn't you want to call her?

160 Would you like to call her?

161 Did you try to call her?

162 Do you mean to call her?

163 You have to call her.

164 You don't have to call her.

165 You had to call her.

166 You didn't have to call her.

167 Remember to call her.
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(日本語訳)

139 あなたは彼女に電話しなければなりません

140 あなたは彼女に電話してはいけません

141 あなたは彼女に電話したほうがいい

142 あなたは彼女に電話しないほうがいい

143 あなたは彼女に電話するべきです

144 あなたは彼女に電話するべきはありません

145 あなたは彼女に電話するべきです

146 あなたは彼女に電話するべきはありません

147 あなたは彼女に電話する必要があります

148 あなたは彼女に電話する必要はありません

149 あなたは彼女に電話しさえすればいい

150 あなたは彼女に電話するほうがいいかもしれません

151 あなたは彼女に電話しないほうがいいかもしれません

152 あなたはどうか彼女に電話してくれますか?

153 あなたはどうか彼女に電話してくれないですか?

154 あなたはどうか彼女に電話していただけませんか?

155 あなたはどうか彼女に電話していただけませんか?

156 あなたは彼女に電話したいですか?

157 あなたは彼女に電話したくないですか?

158 あなたは彼女に電話したかったですか?

159 あなたは彼女に電話したくなかったですか?

160 あなたは彼女に電話したいですか?

161 あなたは彼女に電話してみたのですか?

162 あなたは彼女に電話するつもりですか?

163 あなたは彼女に電話しなければなりません

164 あなたは彼女に電話する必要はありません

165 あなたは彼女に電話しなければなりませんでした

166 あなたは彼女に電話する必要はありませんでした

167 彼女に電話することを覚えておいてください
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ファンクションフレーズ250[168̃195]

168 Don't forget to call her.

169 Do you begin to call her at ten?

170 Have you decided to call her?

171 Are you ready to call her?

172 Be sure to call her.

173 Are you trying to call her?

174 Are you supposed to call her?

175 Is it hard for you to call her?

176 It is good for you to call her.

177 It is not good for you to call her.

178 It is too late for you to call her.

179 It is kind of you to call her.

180 It is foolish of you to call her.

181 Do you want me to call her?

182 Did you want me to call her?

183 Would you like me to call her?

184 Did you tell me to call her?

185 Did you tell me not to call her?

186 Do you like calling her?

187 Don't you like calling her?

188 Do you feel like calling her?

189 Do you mind calling her?

190 Would you mind calling her?

191 Have you finished calling her yet?

192 Did you keep calling her?

193 Did you come here without calling her?

194 Did you see him calling her?

195 You will find him calling her.
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(日本語訳)

168 彼女に電話することを忘れないでください

169 あなたは(いつも)10時に彼女に電話し始めますか?

170 あなたはもう彼女に電話することを決めましたか?

171 あなたは喜んで彼女に電話しますか?

172 必ず彼女に電話してください

173 あなたは彼女に電話しょうとしているのですか?

174 あなたは彼女に電話することになっているのですか?

175 あなたは彼女に電話できないのですか?

176 あなたが彼女に電話するのはいいことです

177 あなたが彼女に電話するのはよくない

178 あなたが彼女に電話するのはあまりにも遅すぎます

179 彼女に電話するなんてあなたは親切です

180 彼女に電話するなんてあなたは馬鹿です

181 あなたは私に彼女に電話してもらいたいですか?

182 あなたは私に彼女に電話してもらいたくないですか?

183 あなたはぜひ私に彼女に電話してもらいたいですか?

184 あなたは私に彼女に電話するように言いましたか?

185 あなたは私に彼女に電話しないように言いましたか?

186 あなたは彼女に電話するのが好きですか?

187 あなたは彼女に電話するのが好きではないですか?

188 あなたは彼女に電話する気がありますか?

189 あなたは彼女に電話していただけますか?

190 あなたは彼女に電話していただけますか?(丁寧)

191 あなたはもう彼女に電話し終えましたか?

192 あなたは彼女に電話し続けましたか?

193 あなたは彼女に電話しないでここに来たのですか?

194 あなたは彼が彼女に電話しているのを見ましたか?

195 あなたは彼が彼女に電話しているのがわかるでしょう

Function Fhrases 250

-14-



ファンクションフレーズ250[196̃222]

196 Who calls her every day?

197 Who called her yesterday?

198 Who is calling her now?

199 Who was calling her at that time?

200 Who has called her before?

201 Who has been calling her?

202 Whom do you call every day?

203 Whom did you call?

204 Whom will you call?

205 What do you call her for every day?

206 What did you call her for?

207 What will you call her for?

208 What time do you call her every day?

209 What time did you call her?

210 What time will you call her?

211 What time did you finish calling her?

212 When did you call her?

213 Where did you call her from?

214 Why don't you call her?

215 Why did you call her?

216 Why didn't you call her?

217 How about calling her?

218 How long have you called her?

219 How long did you call her?

220 How often did you call her?

221 How many times did you call her?

222 How many times have you called her?
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(日本語訳)

196 だれが毎日彼女に電話するのですか?

197 だれが昨日彼女に電話したのですか?

198 だれが今彼女に電話しているのですか?

199 だれがその時彼女に電話していたのですか?

200 だれが以前に彼女に電話したのですか?

201 だれがずっと彼女に電話しているのですか?

202 あなたは毎日だれに電話しているのですか? 

203 あなたはだれに電話したのですか?

204 あなたはだれに電話するつもりですか?

205 あなたは毎日何のために彼女に電話するのですか?

206 あなたは何のために彼女に電話したのですか?

207 あなたは何のために彼女に電話するつもりですか?

208 あなたは毎日何時に彼女に電話しますか?

209 あなたは何時に彼女に電話しまたか?

210 あなたは何時に彼女に電話するつもりですか?

211 あなたは何時に彼女に電話し終えましたか?

212 あなたはいつ彼女に電話しましたか?

213 あなたはどこから彼女に電話しましたか?

214 彼女に電話してくれませんか?、なぜ電話しないのですか?

215 あなたはなぜ彼女に電話しましたか?

216 あなたはなぜ彼女に電話しなかったのですか?

217 彼女に電話したらどうですか?

218 あなたはどれだけ長く彼女に電話しましたか?

219 あなたはどれだけ長く彼女に電話しましたか?

220 あなたは何回彼女に電話しましたか?

221 あなたは何回彼女に電話しましたか?

222 あなたは何回彼女に電話したことがあります?
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ファンクションフレーズ250[223̃238]

223 He is called by her.

224 He isn't called by her.

225 Is he called by her?

226 He was called by her.

227 He wasn't called by her.

228 Was he called by her?

229 He has been called by her already.

230 He hasn't been called by her yet.

231 Has he ever been called by her?

232 He will be called by her.

233 He won't be called by her.

234 Will he be called by her?

235 He is being called by her.

236 He was being called by her.

237 He came out to call her.

238 He seems to be calling her.
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(日本語訳)

223 彼は〔毎日〕彼女によって電話されます

224 彼は〔毎日〕彼女によって電話されません

225 彼は〔毎日〕彼女によって電話されますか?

226 彼は彼女によって電話されました

227 彼は彼女によって電話されませんでした

228 彼は彼女によって電話されましたか?

229 彼はもう彼女によって電話されています

230 彼はまだ彼女によって電話されていません

231 彼はかつて彼女によって電話されましたか?

232 彼は彼女によって電話されるでしょう

233 彼は彼女によって電話されないでしょう

234 彼は彼女によって電話されるでしょうか?

235 彼は今彼女によって電話されています

236 彼はその時彼女によって電話されていました

237 彼は彼女に電話するために出てきました

238 彼は彼女に電話しているようです
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ファンクションフレーズ250[239̃250]

239 She might have called me.

240 She cannot have called me.

241 She could have called me.

242 She could not have called me.

243 She must have called me.

244 I should have called her.

245 I should not have called her.

246 I ought to have called her.

247 I ought not to have called her.

248 She may not have called me.

249 If I had known it, I would not have called her.

250 I might just as well not have called her

(239)̃(250)のファンクションフレーズは、「今考えてみると」ということ

ばを入れてみると理解しやすいです。

　　She might have called me.

　　「今考えてみると」彼女はひょっとして私に電話したかもしれません

パターンとしては次の形となっています。

　　主語+情緒動詞+have+̃ed形動詞フレーズ 
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(日本語訳)

239 彼女はひょっとして私に電話したかもしれません

240 彼女は私に電話したはずはありません

241 彼女は私に電話することができただろうに

242 彼女は私に電話することができなかったろう

243 彼女は私に電話したに違いありません

244 私は彼女に電話すべきでした

245 私は彼女に電話すべきではありませんでした

246 私は彼女に電話すべきでした

247 私は彼女に電話すべきではありませんでした

248 彼女は私に電話しなかったかもしれません

249 もし私がそのことを知っていたら、私は彼女に電話しなかっただろうに

250 私は彼女に電話しなくてもよかった
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