A glance at the machine told me that there was something wrong with it.
一目見ると、その機械にはどこかに故障があることがわかった。
Her facial expression showed me that she was too upset to utter a word.
彼女の顔の表情から、彼女は一言も話せないほど動揺していることがわかった。
The deep snow prevented the party from getting to the hut.
深い雪のため一行は小屋にたどり着けなかった。
It is only when he needs money that he writes to his parents
彼が両親に手紙を書くときは金が必要な時だけだ。
All attempts at persuasion could not bring him to share our views
どう説得してみても、彼を我々の意見に同調させることができなかった。
What do you think she did on finding the letter in her bag?
その手紙をかばんの中に見つけた時、彼女、どうしたと思う？
It occurred to me that what she had said was an absolute lie.
彼女の言ったことは全部嘘だと、ふと思った。
Stubborn as he was, he had to approve his daughter's marriage.
頑固者の父親も、娘の結婚を認めざるを得なかった。
Why is it that the one who snores always falls asleep first?
いびきをかく人に限って、真っ先に寝込んでしまうのは一体どういうわけだろう。
Does he really think he'll be in time for the train, setting out this late?
あの人ったら、今頃出かけて、汽車に間に合うのかしら。
As the population of older people continues to grow, giving them an opportunity to work makes good sense.
高齢者人口がどんどん増えているので、彼らに仕事の機会を与えることが大切である。
Their success has a lot to do with their diligence.
彼らの成功は、彼らの勤勉さと大いに関係がある。
She has a good eye for art, possibly because she visits many art exhibits.
彼女はよく展覧会に行くせいか、絵を見る目が肥えている。
I owe it to you that I am alive now.
私が今生きているのはあなたのおかげです。
Scott seemed to be unwilling to accompany Sonia to the concert.
スコットは、ソニアと一緒にコンサートに行きたくないようだった。
It was a difficult situation, but she dealt with it effectively.
難しい事態であったが、彼女はうまい具合に処理した。
I flatter myself that I am not such a fool.
私はそんなばかではないと、内心得意に思っている。
The committee is made up of representatives from all the universities.
その委員会はすべての大学の代表で構成されている。
The problem is how to get in touch with him.
問題はどのようにして彼と連絡を取るかだ。
My father died when the cherry blossoms were at their best. With the coming of every spring,I remember him.
父は桜の花が満開のころに亡くなった。春がめぐってくるたびに父のことを思い出す。
It's a long way from what he said.
それは彼の話とだいぶ違う。
Where did you buy that hat? The color looks good on you.
その帽子どこで買ったの？　その色あなたにとってもお似合いよ。
It will not be long before our food runs out.
もうじき我々の食料は尽きてしまうでしょう。
Children today seem to dislike going on errands for their parents.
この頃の子供たちは、親のためにお使いに行くことを嫌がるようだ。
He felt ashamed of being dependent on his parents.
彼は親に頼っていることを恥に思った。
Any book will do if it is interesting.
おもしろければ、どんな本でもいいですよ。
His new book is going to come out next month.
彼の新しい本が来月出版される。
Please don't cut in. I've not finished speaking.
話の邪魔をしないでください。まだ、話し終わっていないのです。
They will be able to put these methods to use for themselves on any topic.
いかなることにも、彼らは独力でその方法を応用できるだろう。
There is nothing new under the sun.
日のもとに新しきことなし。
How did he ever manage to come to work on time when he left the theater so late?
あんなに遅く劇場から帰って、どうやって彼は会社に定刻に出勤できたのだろうか。
He put up with the greatest hardships that anyone could imagine.
彼は誰も想像できないような大きな困難に耐えた。
Most of the behavior of an animal is related to its environment.
動物の行動の大半はその環境と関連がある。
I am supposed to hard in my homework by the end of next week.
私は宿題を来週までに提出することになってます。
I escaped the accident by the skin of my teeth.
かろうじて事故に遭わずに済んだ。
There would be no harm in just metting him.
だまされたと思って彼にあってみたらどうですか。
These flowers will live through the winter more often than not.
この花はたいてい冬場も枯れずにもちますよ。
She gives a lot of trouble but I love her all the same.
彼女は大変迷惑をかけるが、それでも好きだ。
She sat there silently, with tears in her eyes.
彼女は眼をうるませて、そこにじっと座っていた。
Those who find fault with others seem to be blind to their own defects.
人のあら探しをする者は、自分の欠点に気づかない。
Taxis become few and far between after the buses have stopped running.
最終バスが出た後はタクシーがなかなかやってこない。
The Englishman prefers doing to talking.
英国人は語ることよりも実行することが好きだ。
We really must identify ourselves with the rest of the world.
我々は本当に世界の他の人々と一体感を持たなければならない。
Please excuse me for not having answered your letter sooner.
もっと早くお返事をさしあげることをせずにおりましたことをお許しください。
We will hold you responsible for the outcome.
あなたにその結果の責任をとってもらいます。
Whenever he runs up against a difficulty, he comes to me for help.
困難にぶつかると、いつも彼は私のところへ助けを求めにくる。
The chief benefit of nuclear energy is that the electricity it generates is inexpensive.
核エネルギーの主な利点は、それによって生み出される電力が安いということである。
Nobody can tell how things will turn out.
今後、事態がどのように発展してゆくかは誰にもわからない。
It is not clear what caused his car to leave the track.
何が原因で彼の車がコースから外れたのかは明らかでない。
We will leave you in charge of the advertising and sales.
あなたに広告と販売をお任せします。

