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☒  birthday [バ～スデイ]

名 誕生日、バースデー

☒  sell [セル]

動 ～を売る、売れる (⇔ buy)

活用 ： sold [ソウルド]

– sold – selling

３単現形：sells [セルズ]

☒ myself [マイセルふ]

代 私自身【強調するときに使われる】

私自身を、私自身に

☒ yourself [ユアセルふ]

代 あなた自身【強調するときに使われる】

あなた自身を、あなた自身に
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a birthday card 『バースデーカード』

a birthday cake 『バースデーケーキ』

a birthday party

『誕生[バースデー]パーティー』

a birthday present

『誕生日[バースデー]プレゼント』

Happy birthday (to you), Ken ! 『誕生日おめでとう、ケン。』

My birthday is July 6. 『私の誕生日は７月６日です。』

※ 日にちは数字で書き、読むときは序数の読み方をする。

上の英文の 6 は [(ザ) シックスす] と読む。

When is your birthday ? 『あなたの誕生日はいつですか？』

→ It’s January 4. 『１月４日です。』 ※ 4 … [(ザ) ふォーす]

Meg gave me a nice birthday present. ※ 第４文型の文。

『メグは私にすてきな誕生日プレゼントをくれました。』

Let me introduce myself .
『私に自己紹介をさせてください。』

→【単語帳 No. 988… introduce】

I bought this book for myself .
『私は自分のためにこの本を買いました。』

help oneself (to ~)『(～を)自由に取って食べる[飲む]』

make oneself at home 『くつろぐ、気楽にする』

Do it yourself . 『それを自分でやりなさい。』

Take care of yourself . 『お体を大切に。』

Please help yourself .
『どうぞご自由にお召し上がりください。』

Please make yourself at home.
『どうぞおくつろぎください。』

≪再帰代名詞≫… ｢～自身(を /に)｣という意味をあらわす代名詞。

myself【単語帳 No. 773】/ yourself【No. 774】/ himself【No. 783】/ herself【No. 784】

itself【No. 785】/ ourselves【No. 796】/ yourselves【No. 797】/ themselves【No. 798】

※ 再帰代名詞のことを一般的に oneself であらわす。主語が複数形のときは ~selves になる。

… one の部分 → 主語が１人称･２人称のときには所有格、３人称のときには目的格の形が入る。

by oneself 『ひとりで (= alone)、独力で、ひとりでに』／ for oneself 『自分のために、独力で』

speak [talk] to oneself 『ひとりごとを言う』／ say to oneself 『心の中で考える』

That store sells bread. 『あの店ではパンを売っています。』

= They sell bread at that store. ※ この They は店の人々を指す。

Tom sold me the CD. 『トムは私にその CD を売ってくれました。』

= Tom sold the CD to me. ※ 上の英文は第４文型、下は第３文型

Meg sold the book for two hundred yen. ※ for ｢～と交換して｣

『メグはその本を２００円で売りました。』

The tickets are sold out. 『そのチケットは売り切れです。』

※ sell out は受け身(受動態)の形 [be sold out]で使われることが多い。

sell ~ for [金額･値段(…)]

『～を…で売る』

sell out

『売り切れる、～を売り切る』

Sold out.『売り切れ』【掲示】

sell〔人〕〔物〕= sell〔物〕to〔人〕『〔人〕に〔物〕を売る』

※ くわしくは、プリント教材の【第３文型と第４文型】参照。
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アクセント注意

アクセント注意

☆ このページ下部の説明も参照のこと。

発音

注意
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☒  farmer [ふァーマァ]

名 農民、農園主、農場経営者

関連語：farm (農園) →【No. 841】

☒  scientist [サイエンティスト]

名 科学者、自然科学者

関連語：science (科学･理科) →【単語帳 No. 314】

☒  also [オールソウ]

副 ～もまた

☒  behind [ビハインド]

前 ≪場所≫ ～の後ろに (⇔ in front of / before)

≪時間≫ ～に遅れて

副 ≪場所≫ 後ろに、≪時間≫ 遅れて

☒  useful [ユースふル]

形 役に立つ、有用な、有益な

(⇔ useless [ユースレス] ｢役に立たない｣ )

[比較変化] useful - more ~ - most ~

☒  favorite [ふェイヴァりト]

形 大好きな、お気に入りの

名 お気に入りの人[もの]、人気者
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※ too よりもかたい表現。

also は一般動詞の直前、または

be 動詞･助動詞の直後に使う。

文脈によって ｢～も｣ と訳す場所

が異なるので注意する。

not only ~ but also …

『～だけでなく…も(また)』

→【単語帳 No. 190… only】

My father is a farmer. 『私の父は農園主[農民 /農場経営者]です。』

※ 雇われて農場で働く人は farm worker という。

His brother became a farmer.
『彼の兄は農園主[農民 /農場経営者]になりました。』

I like running. I also like swimming.

『私は走るのが好きです。私は泳ぐのも好きです。』

I like English. He also likes it.

『私は英語が好きです。彼もそれが好きです。』

☆ also のある文は下記のように too ｢～も｣ の文と書き換えができる。

too は文末に使う。(→ くわしくは【単語帳 No.29… too】参照)

He also has the book. (= He has the book, too.)

『彼もその本を持っています。』/『彼はその本も持っています。』

※ 訳し方が２通りあるので、文脈に応じて訳し分ける。

She speaks not only English but also Chinese.

『彼女は英語だけでなく中国語も話します。』

This dictionary is very useful .
『この辞書はとても役に立ちます。』

It’s useful for us to speak English.

『私たちにとって英語を話すことは有益です。』

※ It … for (人) to ~ ｢(人)にとって～するのは…｣

→ ダントツ英文法【不定詞⑤ It … for (人) to ~ 】
useful books [information] 『役に立つ本[情報]』

What’s your favorite color ? 『あなたの大好きな色は何ですか？』

Soccer is my favorite sport.
『サッカーは私の大好きなスポーツです。』

This picture is her favorite.
『この絵[写真]は彼女のお気に入り(のもの)です。』
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Do you know that scientist ?
『あなたはあの科学者を知っていますか？』

Ken wants to be a scientist .
『ケンは科学者になりたがっています。』

look behind 『後ろを振り返って見る』

= look back →【単語帳 No. 330】

Please don’t sit behind me.
『私の後ろに座らないでください。』

Someone is standing behind the door.
『ドアの後ろにだれか立っています。』

The train arrived five minutes behind time.
『その電車は５分遅れて到着しました。』

Don’t look behind. 『後ろを振り返るな。』
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