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☒  against [アゲンスト]

前 ～に反対して (⇔ for)

～に寄りかかって、～にぶつかって

☒  catch [キぁッチ]

動 ～をつかまえる

(乗り物)に間に合う (⇔ miss)

名 捕らえること

活用 ： caught [コート]

– caught – catching

３単現形：catches [キぁッチィズ]

☒  shut [シャット]

動 ～を閉じる、閉める

(⇔ open) (= close)

活用 ： shut [シャット]

– shut – shutting

３単現形：shuts [シャッツ]

☒  clock [クロック]

名 時計【置時計や掛け時計など、携帯しないもの】

☒ table [テイブル]

名 テーブル、食卓、台

表、一覧表
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Shut [Close] your notebook. 『ノートを閉じなさい。』

※ shut には、close より力を込めて荒々しく閉めるイメージが

あるので、実際の会話では close を好む人が多い。

Ken shut [closed] the door. 『ケンはそのドアを閉めました。』

※ 主語が３人称単数なのに、３単現の s がついていないので、

この shut は過去形だとわかる。

主語が３人称単数でないとき( I, They など)には、３単現の

s があるかないかによって時制 (現在･過去)を判断すること

はできないので、文脈や前後関係から判断することになる。

☆ 同意語： close【単語帳 No. 344】も参照のこと。

shut out ~ 『～をさえぎる、締め出す』

Shut up！『黙れ！』 ※ とても強い表現。

~ing
注意

活用

注意

I’ll catch a big fish today. 『私は今日大きな魚を捕まえます。』

Tom caught [took] my arm. 『トムは私の腕をつかみました。』

= Tom caught [took] me by the arm.

I caught the last train. 『私は最終電車に間に合いました。』

Let’s play catch. 『キャッチボールをしましょう。』

catch (a) cold 『風邪をひく』→【単語帳 No. 176… cold】

catch the first [last] bus 『始発[最終]バスに間に合う』

play catch 『キャッチボールをする』 ※ ｢キャッチボール｣は和製英語。

I’m against the plan. 『私はその計画に反対です。』

That’s against the rule. 『それはルール違反です。』

Meg put her umbrella against the wall.
『メグは彼女の傘を壁に立て掛けました。』

Tom hit his head against the door.
『トムはドアに頭をぶつけました。』

※ 上の２文の put, hit は３単現の s がないので、過去形。

be against the plan 『その計画に反対で』

(⇔ be for the plan) →【No. 46 … for】

※ be … 主語と時制に応じた be 動詞を使う。

発音注意

Where is my clock ? 『私の置き時計はどこですか？』

This clock is two minutes fast [slow].

『この時計は２分進んで[遅れて]いる。』

I want a new table. 『私は新しいテーブルがほしい。』

He put some books on the table.
『彼はテーブルの上に何冊かの本を置きました。』

※ ３単現の s がついていないので、この put は過去形。

table …食事･会議･ゲームなどに使ったり、物を置いたりする。

desk…勉強や事務に使い、ふつう引き出しがついている。→【単語帳 No. 164】

an alarm clock 『目覚まし時計』

o’clock [オクラック]『～時(ちょうど)』

※ くわしくは右の説明を参照のこと。

on the table 『テーブルの上に』

a time table 『時刻表』
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☆ o’clock は of the clock の短縮形で、｢～時 (ちょうど)、

(ぴったり) ～時｣のときに使う。省略することも可能。

It’s seven (o’clock) . 『７時 (ちょうど)です。』

※ ｢腕時計、懐中時計｣は watch →【単語帳 No. 264】

発音注意
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