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☒  go [ゴウ]

動 行く (⇔ come)

活用 ： went [ウェント]

– gone [ゴーン] – going

３単現形：goes [ゴウズ]

☒  come [カム]

動 来る、やって来る (⇔ go)

活用 ： came [ケイム]

– come – coming

３単現形：comes [カムズ]

☒  good [グッド] (⇔ bad)

形 よい、おいしい、じょうずな、

適している、有効な

[比較変化] good - better - best

→【No. 488 … better】【No. 498 … best】

間 よろしい、けっこう
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Good morning. 『おはようございます。』

Good afternoon. 『こんにちは。』

Good evening. 『こんばんは。』

Good night. 『おやすみなさい。』

Good job. 『よくできたね。』

Good luck. 『幸運を祈ります。』

have a good time 『楽しいときをすごす』

be good at ~ 『～が上手[得意]である。』

Good ! 『よろしい。けっこう。』

go in ~ 『～へ入る』 / go into ~ 『～の中へ入る』

go on 『続く、進む』 / go on a picnic 『ピクニックに行く』

to go 『持ち帰りで』 (⇔ for here ｢ここで食べる｣ )
※ For here or to go ? → To go. のように使う。

☆ be going to ~ ｢～するつもり、～でしょう｣ (= will)

※ be は主語と時制に応じて使い分ける。

→【単語帳 No. 586 … will】や、かんたん英文法【未来形】参照

go to school 『学校へ行く』 ※ the 不要 ↓

go to bed 『寝る』 ※ the 不要 →【No. 10】

go back (to ~) 『(～へ)帰る、戻る』

go out 『外出する』/ go away 『立ち去る』

go by 『(時が)過ぎる』

go along ~『～に沿って行く』【道案内で使う】

go down ~『～を通って行く』【道案内で使う】

☆『(そっちに)行きます。』は I’m coming.

… come は相手の立場を考えて使う。｢(相手のほうへ)行く｣場合、聞き手の

立場から考えると｢来られる｣ので、go ではなく、come を使う。

同様に、『(部屋の中に)入っても[行っても]いいですか？』と聞くときも

go は使わずに、May I come in ? と言う。→【単語帳 No. 583 … may】

come from ~ 『～出身です』

come home 『帰宅する』

come back (to ~)

『(～へ)戻ってくる』

Come on. 『さあ。/ 急いで』

come in 『中へ入る』

I go to school by bus. 『私はバスで学校へ行きます。』

She usually goes to bed at ten. 『彼女はたいてい１０時に寝ます。』

Let’s go (back) home. 『帰宅しましょう。』 ※ back は省略可。

※ home は副詞なので直前に to は必要ない。→【単語帳 No. 321 … home】

He will go out this afternoon. 『彼は今日の午後外出するでしょう。』

Go away ! 『あっちへ行って。』

She comes from China. 『彼女は中国出身です。』

= She is from China. →【単語帳 No. 19 … from】

He came home late. 『彼は遅く帰宅した。』 ※ come back home も同意。

Meg will come back soon. 『メグはすぐに戻ってくるでしょう。』

Come here, Tom. 『ここへ来なさい、トム。』

How do you come to school ? 『あなたはどうやって学校に来ますか？』
【交通手段を聞く表現】

That’s a good idea. 『それはよい考えです。』

We are good friends. 『私たちは仲のよい友達です。』

Be a good boy. 『いい子にしなさい。』

Ken is a very good baseball player.

『ケンはとても上手な野球選手です。』

= Ken plays baseball very well. ※ 上の文とほぼ同意。

『ケンはとても上手に野球をします。』

Emi is good at swimming. 『エミは水泳が得意です。』

= Emi is a good swimmer. ※ 上の文とほぼ同意。

This cake is very good. 『このケーキはとてもおいしい。』

Have a good time. 『楽しいときを。楽しんでね。』

You look good in this jacket.

『あなたはこの上着が似合います。』

The ticket is good for three days.

『その切符は３日間有効です。』
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