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☒  by [バイ]

前 ～で【交通手段･通信方法など】

～までに … 下記の説明参照

～のそばに (= near)

～によって【受動態(受け身)の文などで】

副 そばに、通り過ぎて

同音語：buy (買う)、bye (さようなら)

１８ページ

by …『～までに(は)』

until [till] …『～まで(ずっと)』

→【単語帳 No. 629 … until (till)】

☆ 以下のような特別な表現も多い。

by the way 『ところで』

day by day 『日に日に、日ごとに』

one by one 『１人ずつ、１つずつ』

little by little 『少しずつ』

step by step 『一歩ずつ、着実に』

by oneself 『１人で、１人ぼっちで』

go by 『(時間が)過ぎる、通り過ぎる』

pass by (~)『(～のそばを) 通り過ぎる』

Emi goes to school by bus. 『エミはバスで学校に行きます。』

Tom caught me by the arm. 『トムは私の腕をつかんだ。』

Finish the work by tomorrow.

『明日までにその仕事を終えなさい。』

Who is that man standing by the door ?

『ドアのそばに立っているあの男性はだれですか？』

This letter was written by him. ≪受け身(受動態)の文≫

『この手紙は彼によって書かれました。』
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≪What ~ ? に対する答え方の例≫ 【単語帳 No. 51…what】(１７ページ) にある疑問文に対する解答例

What time is it now ? ― It’s eight (o’clock).『８時です。』／ It’s nine forty.『９時４０分です。』

What day (of the week) is (it) today ? ― It’s Saturday. 『土曜日です。』

What’s the date today ?

= What day of the month is (it) today ?

What is this ? ― It’s a watch. 『それは腕時計です。』

What’s your name ? ― My name is Ken. 『私の名前はケンです。』

What do you have in your hand ? ― I have a pen (in my hand).『私は(手に)ペンを持っています。』

What is he ? ― He’s a doctor. 『彼は医者です。』

What do you call this animal ? ― It’s a fox [ふァックス] . 『それはキツネです。』

What are you talking about ? ― I’m talking about my bike.『私の自転車について話しています。』

What do you think of [about] the news ? ― I think (that) it’s great.『それはすごいと思います。』

What can I do for you ? 【店員の言葉】 ― I want a red bag. 『私は赤色のバッグが欲しいです。』

What sport(s) do you like ? ― I like basketball. 『私はバスケットボールが好きです。』

What subject do you like (the) best ? ― I like English (the) best. 『私は英語が１番好きです。』

What’s your favorite subject ? － It’s English. 『それは英語です。』

What kind of music do you like ? ― I like rock music. 『私はロック音楽が好きです。』

― It’s January 10 . 『１月１０日です。』

※ 日付は序数(～番目)の読み方で読む。10 は [テンス]と読む。

by bike [bus / train / plane / taxi / boat]

『自転車 [バス / 電車 / 飛行機 / タクシー / ボート] で』

比較 『歩いて、徒歩で』… on foot →【単語帳 No. 682】

『～へ歩いていく』… walk to ~ →【単語帳 No. 120】

by letter [mail/ telephone]『手紙 [郵便 / 電話] で』

※ by の後ろに交通手段や通信方法などがくるときは、

単数形で使い、a や the をつけない。

Three years went by . 『３年が過ぎました。』

Many people passed by . 『たくさんの人々が通り過ぎた。』
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