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☒  next [ネクスト]

形 次の、今度の、隣の

来…、翌… (⇔ last)

副 次に、今度は、隣に

☒  work [ワ～ク]

動 働く、勉強する (⇔ play ｢遊ぶ｣ )

名 仕事、勉強

【a をつけず、複数形にもしない】

作品【この意味では a , the をつける】

活用 ： worked [ワ～クト]

– worked – working

３単現形：works [ワ～クス]

派生語：worker (働く人、労働者)

☒  ten [テン]

名 １０

形 １０の

３１ページ
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107

next week 『来週』

next month 『来月』

next year 『来年』

next time『今度は、この次は』

next to ~ 『～の隣に』

hard work 『つらい仕事』

→【単語帳 No. 179… hard】

at work

『仕事中で、(機械などが) 運転中で』

※ 時･時間を表す用法では、現在から

みて、｢今度の～、次の～｣ という

ときには next の前に the, on, in
などをつけない。

→ 右の例文の①②と③を比較。

work …『仕事』をあらわす一般的な語。

収入の有無を問わず、あらゆる

仕事を指す。

job … 収入を生む仕事や、アルバイト

などを指す。

→【単語帳 No.513】

What shall we do next ? 『次に何をしましょうか。』

Ken sat next to me. 『ケンは私の隣に座りました。』

See you next week. … ① 『来週会いましょう。』

Will you be busy next [this] Friday ? … ②

『あなたは今度の金曜日は忙しいですか？』

※ たとえば、月曜日に next Friday と言えば ｢今週の金曜日｣ をさす。

on Friday next week と言えば ｢来週の金曜日｣ になる。

The next morning, he came here. … ③

『(その)次の朝、彼はここに来ました。』

※ 過去や未来を基準点とするときには the next ~ の形になる。

The next stop is Ueno. 『次の駅[停留所]は上野です。』

Change trains at the next stop.

『次の駅[停留所]で電車を乗り換えなさい。』

My father works hard every day.
『私の父は毎日一生懸命[熱心に]働いています。』

She works for [at / in] the library.
『彼女は図書館で働いています。』

※ ≪毎日の習慣･反復≫は現在形で表現する。

Emi’s father worked as a cook.
『エミのお父さんはコックとして働いていました。』

This computer doesn’t work well.
『このコンピューターはうまく動きません[作動しません]。』

It was hard work. 『それはつらい仕事でした。』

※ ｢仕事｣ の意味の work は数えられない名詞なので、冠詞の a をつけない。

I have a lot of work to do. ※ この a は a lot of の一部。

『私にはすべき仕事がたくさんあります。』

He has not finished his work yet. ≪現在完了形≫

『彼はまだ彼の仕事を終えていません。』

He is at work now. 『彼は今仕事中です。』

= He is working now.

My father is studying the works of Picasso [ピカーソウ] .

『私の父はピカソの作品を研究しています。』

It’s ten twenty now. 『今１０時２０分です。』

Please come to my house at ten.

『私の家に１０時に来てください。』

My friend is ten (years old). 『私の友達は１０歳です。』

I need ten notebooks. 『私はノートを１０冊必要です。』

※ tenth [テンす]

｢１０番目(の)、第１０日｣
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