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☒  one [ワン]

名 １、１つ、１人

形 １つの、１人の、ある～

代 それ、もの、人、～の１つ

同音語：won (win ｢勝つ｣の過去形･過去分詞形)

☒  but [バット]

接 しかし、でも

前 ～をのぞいて (= except [イクセプト])
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Excuse me, (but) ~ .

『すみませんが [失礼ですが]…。』

not ~ but …『～ではなくて…』

not only ~ but (also) …

『～だけではなく…も(また)』

but for ~ (= without ~)

『～がなければ』

anything but ~

『～のほかなら何でも』

nothing but ~ (= only ~)

『ただ～だけ』

a (an) と one は、ほぼ同じ意味だが

『１つ』、『１人』という意味を特に

強調したいときには one を使う。

The game will start at one. 『その試合は１時に始まります。』

Open your books to page one.

『(あなたたちの)本の１ページを開きなさい。』

I have one [a] son. 『私には息子が１人います。』

This pen is one [a] hundred yen.

『このペンは１００円です。』

one … 前に出た名詞の繰り返しを

避けるために使う語。

前出の名詞と同じ種類の

もの [同名異物] を指す。

it … 前に出た名詞そのものを指す。

one of ~s 『～の１つ[１人]』

※ この one は、名詞とする解釈と

代名詞とする解釈の２つがある。

one of the boys
『その少年たちの１人』

one of them 『彼らの１人』

one of my feet 『私の片足』

※ feet は foot [ふット] の複数形

one day 『ある日』

one Sunday morning

『ある日曜の朝に』

He has a bike. 『彼は(１台の)自転車を持っています。』

→ ① I want it. / ② I want one. 『私はそれが欲しい。』

※ ①、②の日本語訳は同じだが、①は｢彼が持っている自転車そのもの｣を、

②は｢自転車(というもの)…自転車という名前で彼の持っているものとは

異なるもの｣が欲しいという内容になる。

My car is very old. I want a new one (= car).

『私の車はとても古いです。私は新しいのが欲しいです。』

The pencil is longer than that one (= pencil).

『そのえんぴつはあれより長いです。』

He is one of my children. 『彼は私の子供の１人です。』

No one [Nobody] knows him. 『だれも彼を知りません。』

※ no one , nobody は３人称･単数あつかい。

口語では nobody のほうがよく使われる。

I like math, but Tom doesn’t like it.

『私は数学が好きですが、トムはそれが好きではありません。』

The man was old but (he was) very strong.

『その男性は年をとっていたが、(彼は)とても力が強かった。』

Excuse me, (but) could you tell me
the way to the station ?

『すみませんが、駅までの道を私に教えていただけませんか？』

That baby is not a boy but a girl.

『あの赤ん坊は男の子ではなく女の子です。』

But for your help, I couldn’t finish the work.

『あなたの助けがなかったら、

私はその仕事を終えることができませんでした。』

I’ll do anything but that.

『私はそのほかのことなら何でもします。』

He is nothing but a child. 『彼はほんの子供にすぎない。』

one after another 『次々に、次から次へと』

one another 『おたがいに[を]』(= each other)

one … , the other ~ 『(２つのうち)一方は…、もう一方は～』

no one ~ 『だれも～ない』(= nobody [ノウバディ] →【No. 755】)

※『(野球の)バット、コウモリ』は

どちらも bat と書き、[バぁット]

と発音する。

※ first ｢１番目(の)、第１日｣ →【単語帳 No. 309】

発音注意

発音注意
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