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☒ swim [スウィム]

動 泳ぐ

活用 ： swam [スワぁム]

– swum [スワム] – swimming

３単現形：swims [スウィムズ]

☒  bus [バス]

名 バス

☒ nice [ナイス]

形 すてきな、よい (= good)

親切な (= kind)

[比較変化] nice - nicer - nicest

☒ bread [ブれッド]

名 パン

【a をつけず、複数形にもしない】

☒ sing [スィング]

動 (～を)歌う、(鳥が)さえずる

活用 ： sang [サぁング]

– sung [サング] – singing

３単現形：sings [スィングズ]

関連語：song (歌) →【No. 503】

singer (歌手) →【No. 367】
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by bus 『バスで』

a bus stop 『バス停』

get on [off] a bus

『バスに乗る[を降りる]』

a slice [スライス] of bread
『１枚のパン』

※ slice ｢(薄い)１切れ、１枚｣

※ bread は a ~、two ~s とは

数えられないので注意！

I come to school by bus. 『私はバスで学校に来ます。』

Emi got on [off] the bus here.

『エミはここでそのバスに乗りました[を降りました]。』

That bus leaves at six. 『あのバスは６時に出ます。』

Ken missed the last bus. 『ケンは最終バスに乗り遅れた。』

Let’s take a bus to the station. 『駅までバスに乗りましょう。』

※ take はある場所へ行くために｢(乗り物)に乗る、利用する｣の意味。

We like bread very much. 『私たちはパンがとても好きです。』

I eat [have] bread for breakfast. 『私は朝食にパンを食べます。』

Tom went to the shop to buy some bread.

『トムは(いくらかの)パンを買うためにその店に行きました。』

Which do you like better, rice or bread ?

『あなたはご飯とパンではどちらが好きですか？』

→ I like bread better. 『私はパンのほうが好きです。』
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Nice to meet you. 『はじめまして。』(= How do you do ? )

→ Nice to meet you, too. 『こちらこそはじめまして。』

※ How do you do ? →【単語帳 No. 17 … do / No. 53 … how】

Have a nice day [trip]. 『すてきな１日[ご旅行]を。』

I got a nice present from Emi.

『私はエミからすてきなプレゼントをもらいました。』

Tom is very nice to everyone. 『トムはみんなにとても親切です。』

nice … 人に与える感じやイメージ

などが『良い』

good … 質･量･程度などが『良い』

115

~ing
注意

Meg can swim fast. 『メグは速く泳ぐことができます。』

He is swimming in the pool. 『彼はプールで泳いでいます。』

Let’s go swimming in the river [sea].

『川[海]に泳ぎに行きましょう。』

※ 川や海へ行く動作にではなく、川や海の中で泳ぐことに主題があるので、

to ~ ではなくて in the river [sea] になる。

☆ スポーツとしての｢水泳｣は swimming 名詞 。

Emi sings (very) well. 『エミは(とても)上手に歌います。』

または『エミは歌が (とても)上手です。』

= Emi is a (very) good singer. ※ 上の文とほぼ同意。

Tom likes to sing [singing]. 『トムは歌うのが好きです。』

※ to sing は不定詞の名詞用法、singing は動名詞。

Birds are singing in the trees. 『鳥が木々でさえずっています。』

They sang many English songs for us.

『彼らは私たちのためにたくさんの英語の歌を歌ってくれた。』

sing a song [songs] 『歌を歌う』

※ 複数形は buses [バスィズ]

発音注意

発音注意
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☒  white [(ホ)ワイト]

名 白、白人、(卵の)白身[卵白]

形 白い、白人の

☒  black [ブラぁック]

名 黒、黒人

形 黒い、黒人の

(コーヒーが)ブラックの

☒ twelve [トゥウェルヴ]

名 １２

形 １２の

☒  run [らン]

動 走る、(川などが)流れる

活用 ： ran [らぁン]

– run – running

３単現形：runs [らンズ]

☒  walk [ウォーク]

動 歩く、散歩する

名 散歩

活用 ： walked [ウォークト]

– walked – walking

３単現形：walks [ウォークス]
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Her brother is twelve (years old). 『彼女の弟は１２歳です。』

There are twelve months in a year. 『１年間は１２ヶ月です。』

= A year has twelve months.

119

a white Christmas
『ホワイトクリスマス』

…雪のあるクリスマス

It’s twelve (o’clock). 『１２時です。』

Come here at twelve (noon). 『(昼の)１２時にここに来なさい。』

Look at that white dog. 『あの白い犬を見なさい。』

Ken’s car is white. 『ケンの車は白いです。』

Tom likes black. 『トムは黒が好きです。』

My dog is black. 『私の犬は黒いです。』

= I have a black dog. 『私は黒い犬を飼っています。』

She has black hair. 『彼女は黒髪です。』

= Her hair is black. 『彼女の髪は黒いです。』

Emi usually wears white. 『エミはたいてい白い服を着ています。』

Her hair turned white. 『彼女の髪は白くなりました。』

※ gray (灰色) に ｢白髪混じりの｣ の意味もある。→【単語帳 No. 665】

120

～ing
注意

take [have] a walk
= go for a walk 『散歩する』

run away 『逃げる』

run after ~『～を追いかける』

Let’s go for [take / have] a walk in the park.

『その公園を散歩しましょう。』

Emi took her dog for a walk.

『エミは彼女の犬を散歩に連れて行きました。』

He walks fast. 『彼は速く歩く[歩くのが速い]。』

I walk to school. 『私は学校へ歩いていきます。』

= I go to school on foot.
※ on foot『徒歩で』→【No. 682 … foot】

Walk along this street. 『この通りに沿って歩きなさい。』

Ken runs fast. 『ケンは速く走ります[走るのが速い]。』

= Ken is a fast runner. ※ runner →【単語帳 No. 397】

Tom is running in the park now.

『トムは今公園を走っています。』

The train runs between Tokyo and Osaka.
『その電車は東京－大阪間を走ります。』

This river runs through London.
『この川はロンドンを流れています。』

※ through ｢～を通って、通り抜けて｣ →【単語帳 No. 634】

The child ran after a dog. 『その子供は１匹の犬を追いかけた。』

※ twelfth [トゥウェルふす]

｢１２番目(の)、第１２日｣
… スペリングに注意！

☆ running 名詞 にはスポーツとしての

｢ランニング｣の意味もある。

☆ walking 名詞 にはスポーツとしての

｢ウォーキング｣の意味もある。

※ run には ｢～を経営する｣の意味もある。
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発音注意
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