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☒  give [ギヴ]

動 ～を与える、ゆずる、渡す

(会などを)開く (= hold)

活用 ： gave [ゲイヴ]

– given [ギヴン] – giving

３単現形：gives [ギヴズ]

☒  seventeen [セヴンティーン]

名 １７

形 １７の

☒  Tuesday [テューズデイ]

名 火曜日【略語は Tue.または Tues.】

☒ watch [ワッチ／ウォッチ]

動 ～を (じっと)見る、注意する

名 腕時計、懐中時計【携帯するもの】

活用 ： watched [ワッチト／ウォッチト]

– watched – watching

３単現形：watches [ワッチィズ／ウォッチィズ]
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watch TV 『テレビを見る』

Watch your step. 『足元に注意。』【掲示】

Watch out ! 『注意しなさい。』
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give up

『あきらめる、やめる』

give back ~『～を返す』

It’s five seventeen. 『５時１７分です。』

My sister is seventeen (years old). 『私の姉は１７歳です。』

He has seventeen watches. 『彼は腕時計を１７個持っています。』

There are seventeen girls in our class.
『私たちのクラスには女子が１７人います。』

give〔人〕〔物〕= give〔物〕to〔人〕『〔人〕に〔物〕を与える』

Please give me the book [the book to me].『私にその本をください。』

I gave him a present [a present to him].

『私は彼にプレゼントをあげました。』

Don’t give up. 『あきらめるな。』

Please give it back to me. 『それを私に返してください。』

※ 目的語が代名詞のときは give 代名詞 back の語順になる。

We’ll give [hold] a party next Sunday.
『私たちは今度の日曜日にパーティーを開くつもりです。』

See you next Tuesday. 『今度の火曜日に会いましょう。』

Tom plays baseball on Tuesdays [every Tuesday].

『トムは毎週火曜日に野球をします。』

My father bought a new car on Tuesday evening.

『私の父は火曜日の夕方に新しい車を買いました。』

She left Japan last Tuesday.

『彼女は先週の火曜日に日本を出発しました。』

I usually watch TV after dinner.

『私はたいてい夕食後にテレビを見ます。』

Meg is watching TV in her room.

『メグは彼女の部屋でテレビを見ています。』

Tom watched a baseball game on TV.

『トムはテレビで野球の試合を見ました。』

Please watch my bag. 『私のバッグを見ててください。』

watch … 動き・変化をじっと見る。

look … 見ようとして目を向ける。

→【単語帳 No. 251】

see … 自然と目に入る。→【No. 294】

I bought a new watch two weeks ago.

『私は２週間前に新しい時計を買いました。』

It’s two (o’clock) by my watch. 『私の時計では２時です。』

He is wearing a nice watch now.

『彼は今すてきな腕時計を身につけています。』

My watch is two minutes fast [slow].

『私の時計は２分進んでいる[遅れている]。』

☆ 曜日名の最初の文字は必ず大文字で書く。

『～曜日に』→ on ~day

『毎週～曜日に』→ on ~days / every ~day

※ every の後ろには単数形を使う。

→【単語帳 No. 238…Sunday】も参照。

※ seventeenth [——す]

『１７番目(の)、第１７日』

※ clock『(置き)時計』→【単語帳 No. 569】

アクセント注意
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☒  computer [コンピュータァ]

名 コンピュータ(－)

☒  newspaper [ニューズペイパァ] ※ [ニュース－] ではない！

名 新聞

☒  cook [クック]

動 (～を)料理する【火や熱を加えて】

名 料理人、コック
※ 名詞 も [クック] と発音する！

活用 ： cooked [クックト]

– cooked – cooking

３単現形：cooks [クックス]

☒  animal [あニマル]

名 動物

☒ pet [ペット]

名 ペット

☒ wash [ウォッシュ]

動 (～を)洗う、(～を)洗濯する

活用 ： washed [ウォッシュト]

– washed – washing

３単現形：washes [ウォッシィズ]
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a washing machine 『洗濯機』

※ machine [マシーン] →【No. 1047】

268

wild [ワイルド] animals

『野生動物』

Tom is reading a newspaper now.
『トムは今新聞を読んでいます。』

Emi read about the accident in the newspaper.

『エミは(その)新聞でその事故について読みました。』

※ ３単現の s がついていないので、read は過去形。[れッド] と読む。

a good cook 『料理が上手な人』

a bad cook 『料理が下手な人』

I like animals. 『私は動物が好きです。』

What’s your favorite animal ? 『あなたの大好きな動物は何ですか？』

Don’t feed the animals. 『動物にえさをやるな。』【掲示】

※ feed [ふィード] ｢えさをやる、食べ物を与える｣

I use a computer every day.

『私は毎日コンピュータ(－)を使います。』

Ken wants a new computer.

『ケンは新しいコンピュータ(－)をほしがっています。』

a morning newspaper 『朝刊』

an evening newspaper 『夕刊』

Meg is cooking dinner in the kitchen.
『メグは台所で夕食を作っています。』

She was cooking rice. 『彼女はご飯を炊いていました。』

※ 熱を加えずに料理するときには make を用いる。

例 make a salad [サぁラッド] ｢サラダを作る｣→【No.817】

I cooked Tom some dishes. 『私はトムのために料理を作った。』

= I cooked some dishes for Tom. ※ dish(es) →【No. 639】

※ くわしくは、かんたん英文法【第３文型と第４文型】参照のこと。

Aki is a (very) good cook. 『アキは料理が(とても)上手です。』

= Aki cooks (very) well. ※ 下の cook は 動詞

Do you have [keep] any pets ? 『あなたは何かペットを飼っていますか？』

I want to have [keep] some rabbits as a pet .

『私はペットとしてウサギを何羽か飼いたい。』

※ ペットとして動物を飼うときには keep よりも have を使うほうがふつう。

keep には｢家畜などを飼う｣イメージがある。→【単語帳 No. 626…keep】

I washed my car yesterday. 『私は昨日私の車を洗いました。』

Wash your hands before you eat.
『食べる前にあなた(たち)の手を洗いなさい。』

Where can I wash my hands ? 『私はどこで手を洗えますか？』

※ トイレの場所をたずねる時にも使う表現。

bathroom →【単語帳 No. 762】も参照のこと。

I have to wash [do] the dishes.
『私はその皿を洗わなければなりません。』
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発音注意

アクセント注意

アクセント注意

a computer game 『コンピュータ(ー)ゲーム』

※ paper だけでも｢新聞｣の意味がある。

→【単語帳 No. 957…paper】

発音注意
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