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☒  yellow [イェロウ]

名 黄色

(卵の)黄身[卵黄] (⇔ white ｢(卵の)白身｣ )

形 黄色の、黄色人種の

☒  green [グりーン]

名 緑色、(信号の)青

形 緑色の、(信号が)青色の

☒  fish [ふィッシ]

名 魚【単複同形…複数形でも s がつかない】

※ ただし、特に種類を強調するときには

fishes を使うことがある。

動 魚つりをする

活用 ： fished [ふィッシト]

– fished – fishing

３単現形：fishes [ふィッシィズ]

☒  train [トゥれイン]

名 列車、電車
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Yellow is my favorite color.
『黄色は私の大好きな色です。』

That boy in yellow is Ken.
『黄色の服を着ているあの少年はケンです。』

a yellow light 『黄色信号』

※ yellow の語頭の音は、純粋な母音ではなく y の

音を含む半母音なので、不定冠詞は an ではなく

a を使い、定冠詞 the はそのまま [ザ] と読む。

the yellow race [れイス] 『黄色人種』

I like fish better than meat. 『私は肉よりも魚が好きです。』

Ken caught a lot of [many] fish. ※ この fish は複数形

『ケンはたくさんの魚を捕まえました。』

I know the names of these fishes.

『私はこれらの魚の名前を知っています。』

I like fishing [to fish]. 『私は魚つりが好きです。』

Let’s go fishing. 『つりに行きましょう。』

He went fishing in the river. 『彼はその川へつりに行きました。』

※ この場合、前置詞が to ではなく in を使うことに注意！

魚つりをするのは｢川へ｣ではなく｢川の中｣と考えるとわかりやすい。

= He went to the river to fish. ※ to fish は不定詞の副詞用法

『彼はつりをするためにその川へ行きました。』

My bike is yellow. 『私の自転車は黄色です。』

The leaves of the trees turned yellow.

『その木々の葉は黄色に変わりました[紅葉しました]。』

※ leaves は leaf (葉) の複数形 →【単語帳 No. 950】

a fish 『１匹の魚』

ten fish 『１０匹の魚』

go fishing 『魚つりに行く』

a green light 『青信号』

※ blue ではなくgreen を使う。

green tea 『緑茶』

I like green (the) best. 『私は緑色がいちばん好きです。』

The light changed to green. 『(その)信号が青に変わりました。』

※ blue【単語帳 No. 67】も参照のこと。

I want to drink green tea. 『私は緑茶が飲みたい。』

Emi bought a green dress. 『エミは緑色のドレスを買いました。』

Emi goes to school by train.
『エミは電車で学校に行きます[電車通学です]。』

Is this the train for Kyoto ? 『これは京都行きの列車ですか？』

We got on [off] the train at Kobe.

『私たちは神戸でその電車に乗りました[を降りました]。』

I caught the first train. 『私は始発電車に間に合いました。』

Hurry up, or you’ll miss the last train.

『急ぎなさい。そうしないと最終電車に乗り遅れますよ。』

Change trains at Nagoya. 『名古屋で電車を乗り換えなさい。』

by train 『列車で、電車で』

※ この用法では冠詞 (a, the)を使わない。

catch the first train
『始発電車に間に合う』

miss the last train
『最終電車に乗り遅れる[をのがす]』

change trains 『電車を乗り換える』

meet ~ on the train
『～に電車(の中)で会う』

☆ train には｢～を訓練する、しつける｣という意味の 動詞 もある。その名詞形が training ｢訓練、トレーニング｣
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