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☒  November [ノ(ウ)ヴェンバァ]

名 １１月【略語は Nov.】

☒  answer [あンサァ]

動 (～に)答える (⇔ ask)、返事をする

名 答え、解答、返事 (⇔ question)

活用 ： answered [あンサァド]

– answered – answering

３単現形：answers [あンサァズ]

☒  question [クウェスチョン]

名 質問、問い、疑問 (⇔ answer)

☒ thousand [さウザンド]

形 １０００の

名 １０００
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question … 質問･疑問や試験の問題などのこと。

problem … 解決すべき問題、重大な意味を持つ問題。

→【単語帳 No. 518】

a simple [スィンプル] question 『簡単な質問』

out of the question 『問題外の、問題にならない』

a right [wrong] answer

『正しい[間違った]答え』

She was born in November. 『彼女は１１月に生まれました。』

He was born on November 27.
『彼は１１月２７日に生まれました。』

※ 27 (twenty-seventh) … [トゥウェンティ セヴンす]

I want to go to China next November.
『私は来年の１１月に中国へ行きたい。』

November is the eleventh month of the year.
『１１月は年の１１番目の月です。』

1000 → one [a] thousand ,

2000 → two thousand ,

3000 → three thousand

※ この場合の thousand は形容詞なので

語尾に複数形の s をつけない。

そのうしろの名詞は複数形になる。

thousands of ~ 『何千もの～』

… この表現でのみ, 語尾に s をつける。

This book is three thousand yen. 『この本は３０００円です。』

※ yen は単複同形なので、複数形でも s をつけない。→【単語帳 No. 547】

※ 数字で 3,000 yen と書くこともできる。以下も同様。

He has about one [a] thousand stamps.

『彼はおよそ１０００枚の切手を持っています。』

※ stamp(s) [スタぁンプ(ス)] ｢切手、スタンプ｣ →【単語帳 No. 818】

There were about two thousand bikes in the park.

『その公園には約２０００台の自転車がありました。』

Thousands of people went to the zoo.

『何千もの人々がその動物園に行きました。』

※ ｢人々｣ の意味の people には複数形の s をつけない。

→【単語帳 No. 142 … people】

Answer my question(s) . 『私の質問に答えなさい。』

I’ll answer the phone. 『私が電話に出ます。』

He answered, “Yes.” 『彼は ｢イエス (はい)｣ と答えました。』

Please answer my letter. 『私の手紙に返事をください。』

My answer is “No.” 『私の答えは ｢ノー (いいえ)｣ です。』

Write your answer(s) here. 『ここにあなたの解答を書きなさい。』

Did you get an answer to your letter ?

『あなたは(あなたの)手紙の返事をもらいましたか？』

I have a question. 『私は１つ質問があります。』

May I ask you a question ?

『あなたに１つ質問してもいいですか？』

→【単語帳 No. 213 … ask】

Please answer my question(s) .

『私の質問に答えてください。』

Do you have any questions ?

『何か質問がありますか？』

『～月に』→ in ~

『～月…日に』→ on ~ …

※ 日にち(…)の部分はふつう数字で書き、

序数 (ファースト、セカンド、…) の

読み方をする。

☆ 前置詞の違いに注意！

月名のときは in、特定の日には on

☆ hundred も参照のこと。→【単語帳 No. 445】

アクセント注意

発音注意
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