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☒  red [れッド]

名 赤

形 赤い

同音語：read ( read ｢読む｣ の過去形･過去分詞形)

☒  blue [ブルー]

名 青

形 青い、ゆううつな、陰気な

☒  three [すりー]

名 ３

形 ３の

☒ car [カー]

名 車、自動車

(列車の)客車、車両

☒ book [ブック]

名 本、書物、書籍、～巻、～編
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by car 『車で』

※ 交通手段をあらわすときは

a や the をつけない。

a sleeping car 『(列車の)寝台車』

→【単語帳 No. 701… sleep】
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I like red. 『私は赤が好きです。』

That girl in red is Emi.

『赤い服を着ているあの女の子はエミです。』

I like blue very much. = I love blue.

『私は青が大好きです。』

My favorite color is blue. 『私の大好きな色は青です。』

→【単語帳 No. 780… favorite】

I can drive a car. 『私は車を運転することができます。』

That red car is mine. 『あの赤い車は私のものです。』

My father goes to his office by car.

『私の父は車で会社に行きます。』

Please get out of this car. 『この車から降りてください。』

※ 車やタクシーなどのせまい乗り物に『乗る』『降りる』は

get in , get out of を、バスや電車などの大きい乗り物に

『乗る』、『降りる』は get on , get off を使う。

→【単語帳 No. 147 … get】

a red light 『赤信号』 ※ light →【No. 463】

a red rose [ろウズ] 『赤いバラ』

the blue sky 『青空』

blue Monday 『ゆううつな月曜日』
※ 休日明けで、学校や会社へ

行かなければならないから

☆『青信号』は blue を使わずに、

a green light と言う。

→【単語帳 No. 572 … green】

The sky is blue. 『空が青いです。』 →【単語帳 No. 370… sky】

Tom has blue eyes. 『トムは青い目をしています。』

→【単語帳 No. 385…eye】

That blue bike is Ken’s [Ken’s bike].

『あの青い自転車はケンのもの[ケンの自転車]です。』

My car is red. 『私の車は赤いです。』

I want a red dress. 『私は赤いドレスがほしい。』

We must stop on a red light.

『私たちは赤信号では止まらなければならない。』

He has three caps. 『彼は帽子を３つ持っています。』

My son is three (years old). 『私の息子は３歳です。』

→【単語帳 No. 346… son】

It’s three fifteen now. 『今３時１５分です。』

Three and four make(s) seven. 『３たす４は７。(３＋４＝７)』

I often read a book [books]. 『私はよく本を読みます。』

Open your books to page 3 [three].

『(あなたたちの)本の３ページを開きなさい。』

Close your books. 『(あなたたちの)本を閉じなさい。』

Do you have any English books ?

『あなたは英語の本を (何冊か)持っていますか？』

a comic book 『漫画本』→【No. 959】

a picture book 『絵本』→【No. 491】

a stamp book 『切手帳』→【No. 818】

Book 1 [One] 『第１巻』
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※ third ｢３番目(の)、第３日｣

→【単語帳 No.338】

☆ ｢書店｣は bookstore [ブックストァ] という。
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