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☒  each [イーチ]

形 それぞれの、各…

代 それぞれ、めいめい ※ ３人称単数扱い

副 １人[１個]につき

☒  nothing [ナすィング]

代 何も～ない

名 ゼロ、無【a をつけず、複数形にもしない】

☒  arrive [アらイヴ]

動 到着する、着く

活用 ： arrived [アらイヴド]

– arrived – arriving

３単現形：arrives [アらイヴズ]
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get to ~ →【単語帳 No. 147】

reach ~ →【単語帳 No. 896】

※ reach の後ろには前置詞が

必要ないことに注意。

each … 全体ではなく、個々に重点を置く。

every … 個々を見ながら全体をあらわす。

every には代名詞の用法はない。

→【単語帳 No. 193】

each student 『それぞれの生徒』

※ each の後ろには≪単数形の名詞≫を使う。

each time 『毎回、～するたびに』

※ 接続詞のようにも使われる。

Each time I see Tom, ~ ~ ~ .

『私はトムに会うたびに、～～～』

each other 『おたがいに[を]』

= one another ※ 主語には用いない。

→【単語帳 No. 594…other】

→【単語帳 No. 631…another】

Each of the girls has her dictionary.

『その女の子たちはそれぞれ辞書を持っています。』

Each of us helped the old man.

『私たちのそれぞれがその老人を助けました。』

We helped each other. 『私たちはお互いに助け合った。』

They looked at each other.
『彼らはお互いに顔を見合わせた。』

※ look at ~ は連語なので、前置詞 at が必要。

Each student wants to see you.

『どの生徒もあなたに会いたがっています。』

※ 形容詞 の each の後ろには≪単数形の名詞≫を使う。

Each boy has his own bike.

『どの少年も自分の自転車を持っています。』

※ ｢どの…も～を持っている。｣ の文では

his [her / their] own ~ のようになる。

The notebook is two hundred yen each.

『そのノートは１冊２００円です。』

I have nothing to do today.

= I don’t have anything to do today.
『私は今日することが何もありません。』

※ 口語では下の表現のほうがよく使われる。

He said nothing. 『彼は何も言いませんでした。』

= He didn’t say anything.

Nothing is more important than health.
『健康より大切なものはない。』

I got this book for nothing.
『私はただでこの本を手に入れました。』

We won the game 3 to nothing.
『私たちは３対０でその試合に勝ちました。』

for nothing 『ただで、無料で』

have nothing to do with ~
『～と何の関係もない』

nothing but ~ 『ただ～だけ』(= only)

He is nothing but a child.

『彼はほんの子供にすぎない。』

arrive at [in] ~ (= get to ~ , reach ~ ) 『～に到着する、着く』

※ せまい場所には at 、広い場所には in を使うのがふつう。

ただし at, in のどちらを使うかは、話し手の感覚によって異なる。

The bus will arrive soon. 『そのバスはすぐに到着します。』

The train arrived at the station. 『その電車は駅に着いた。』

※ 駅をせまい場所としてとらえている。

We arrived in Tokyo at nine. 『私たちは９時に東京に着いた。』

※ 東京を広い場所としてとらえている。

That plane has just arrived at Narita. ≪現在完了形≫

『あの飛行機はちょうど成田に着いたところです。』

※ Narita … この場合は成田空港を指し、１点の場所としてとらえている。

nothing = not (~) anything →【No. 628】
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