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☒  me [ミー]

代 私を、私に ※ I (私は、私が)の目的格

☒ under [アンダァ] (⇔ over)

前 ～の下に、～の下で、～の下へ

～未満の

☒  has [ハぁズ]

動 have の３人称単数現在形

助 現在完了形を作る語

☒  we [ウィー]

代 私たちは、私たちが

☒  they [ぜイ]

代 彼らは、彼らが

彼女らは、彼女らが

それらは、それらが
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The cat is under the table.
『そのネコはそのテーブルの下にいます。』

The old man is sleeping under that tree now.

『その老人は今あの木の下で眠っています。』

Emi is wearing a blue shirt under her jacket.

『エミは上着の下に青いシャツを着ています。』

※ 『６歳未満の子供たち』(６歳は含まない) … children under six
『６歳以下の子供たち』(６歳を含める) … children of six and under

under … ｢～の真下に｣ (⇔ over)

below … ｢～の下のほうに｣ (⇔ above)

→【単語帳 No. 1097 … below】

We like music. 『私たちは音楽が好きです。』

We don’t live in Tokyo. 『私たちは東京には住んでいません。』

Are you students ? 『あなたたちは学生ですか？』

→ Yes, we are. 『はい、そうです。』

We have much [a lot of] rain in June. ※ rain は数えられない名詞

= It rains much [a lot] in June. 『６月にはたくさん雨が降ります。』

They are very tall. 『彼ら[彼女ら /それら]はとても背が高い。』

They know me. 『彼女たち[彼ら]は私を知っています。』

They can’t run fast. 『それら[彼ら /彼女ら]は速く走れません。』

Do your brothers know Emi ? → Yes, they do.

『あなたの兄弟はエミを知っていますか？』『はい、知っています。』

The boy has a book in his hand. 『その少年は手に本を持っています。』

She has a dog. 『彼女は犬を１匹飼っています。』

☆ 英文の主語が he, she, it のような ≪３人称･単数形≫ で、

時制が ｢現在形｣ のときには、動詞の語尾に(e)s をつける。

→ くわしくは、かんたん英文法【３単現の s】参照のこと。

Meg has to [must] do her homework. ※ [ハぁストゥ] と読む。

『メグは彼女の宿題をしなければなりません。』
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自分のことを指すときに使う語。

日本人はよく自分のことを人指し指で指さして

あらわすが、英語圏の人は自分の胸のあたりに

手のひらを当ててあらわすことが多い。

Ken doesn’t know me. 『ケンは私のことを知りません。』

Please give me the book. 『私にその本をください。』

Who is it ? 『どなたですか？』【ドアのノックなどを聞いて】

→ It’s me. 『私です。』 ※ この場合、I am ~ とは答えない。

I’m hungry. 『私はおなかがすいています。』

→ Me, too. 『私もです。』【相手の言ったことへの賛成･同意】

they は he, she, it の複数形

… they は３人称･複数形の主語
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☆「it の複数形は？」と聞くと、【イッツ】と答える生徒が多いですが、

これは間違いで、正解は they です。しっかりと区別しましょう。

※ its … it の所有格、『それの』と訳す。

it’s … it is の短縮形、『それは～です。』と訳す。

Ken has lived here for a year. 『ケンはここに１年間住んでいます。』

we は I (私は、私が)の複数形。

… weは１人称･複数形の主語。

※ have の語尾には s をつけずに

has という特別な形になる。

has to ~ (= must)
『～しなければならない』

※ この場合、２語がつながり、

[ハぁストゥ] と発音される。

→【単語帳 No.16 … have】

They say (that) ~ 『～だそうです』

※ 人からうわさなどで聞いたときに

文脈･状況に

応じて、訳し

分ける。
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