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☒  boy [ボイ] (⇔ girl)

名 少年、男の子【２０歳ぐらいまで指すこともある】

間 おや、まあ【驚きや喜びをあらわすとき】

☒  girl [ガ～ル] (⇔ boy)

名 少女、女の子【２０歳ぐらいまで指すこともある】

※ girl には『娘』の意味もある。

☒  four [ふォー]

名 ４

形 ４の

同音語：for (～のために)

☒ piano [ピあノウ]

名 ピアノ

※ piano の複数形は例外的に pianos
… ふつう o で終わる語は es をつけるが、

本来の語が pianoforte であるため。

☒ its [イッツ]

代 それの ※ it の所有格
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a grand piano 『グランドピアノ』

a little girl 『小さな女の子』

a girl with long hair 『髪の長い女の子』

→【単語帳 No. 356…hair】

a girls’ school 『女子校』

a baby girl 『女の赤ちゃん』

boys and girls 『少年少女』

Oh, boy ! 『おや。/ まあ。/ うわぁ。』

Ken is a good boy. 『ケンはよい少年です。』

That boy has a nice bike.

『あの少年はすてきな自転車を持っています。』

Do you know these boys ?

『あなたはこの[これらの]少年たちを知っていますか？』

※ この文の these は｢この｣と訳すほうが自然。→【No. 158】

How many boys are there in your class ?

『あなたのクラスには男子が何人いますか？』

Meg is an American girl .

『メグはアメリカ人の女の子です。』

Which (girl) is your sister ?

『どちら(の女の子)があなたの妹ですか？』

Who is that girl with long hair ?

『あの髪の長い女の子はだれですか？』

Do you know those girls ?

『あなたはあの[あれらの]女の子たちを知っていますか？』

※ この文の those は｢あの｣と訳すほうが自然。→【No. 160】

Meg can play the piano well. ※ 楽器名の前には the をつける。

『メグは上手にピアノを弾くことができます。』

My sister is playing the piano now.

『私の妹は今ピアノを弾いています。』

Practice the piano every day. 『毎日ピアノを練習しなさい。』

I enjoyed playing the piano.

『私はピアノを演奏して楽しみました。』

Emi has four bags. 『エミはバッグを４つ持っています。』

My dog is four (years old). 『私の犬は４歳です。』

It’s four twelve now. 『今４時１２分です。』

Come to my house at four (o’clock). 『４時に私の家に来て。』

an American boy 『アメリカ人の少年』

a boy student = a school boy 『男子学生』

a boys’ school 『男子校』

a baby boy 『男の赤ちゃん』

They have a dog. Its name is John.

『彼らは犬を１匹飼っています。それの名前はジョンです。』

I bought a toy but its box was broken. ※ toy [トイ] ｢おもちゃ｣

『私はおもちゃを１つ買ったが、それの箱は壊れていました。』

I want this bird because its eyes are blue.

『私はこの鳥がほしい。なぜなら青い目をしているからです。』

The cat lost its way. 『そのネコは道に迷いました。』

※ lose one ’s way ｢道に迷う｣ →【単語帳 No. 613】【単語帳 No. 441】
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アクセント注意

※ it’s は it is の短縮形で、

｢それは～です｣の意味。

☆ it の複数形ではない！

it の複数形は they

→【単語帳 No. 60 … they】

※ fourth [ふォーす] ｢４番目(の)、第４日｣

※ boy には『息子』の意味もある。
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