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☒  teach [ティーチ]

動 ～を教える

活用 ： taught [トート]

– taught – teaching

３単現形：teaches [ティーチィズ]

☒  ours [アウアズ]

代 私たちのもの

同音語：hours (… hour ｢時間｣の複数形)

→【単語帳 No. 327 … hour】

☒  take [テイク]

動 ① ～を手に取る、つかむ

② (写真を)撮る

③ 連れていく、持っていく

④ (バス･電車などに)乗る

⑤ (時間)がかかる

⑥ 買う (= buy)

⑦ (薬を)飲む

活用 ： took [トゥック]

– taken [テイクン] – taking

３単現形：takes [テイクス]
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≪take を使った熟語･慣用句表現≫ ※ 青色のものはとくに重要な表現。

take care of ~ 『～の世話をする、～の面倒をみる』

Ken takes care of his dog every day. 『ケンは毎日彼の犬の世話をしています。』

Please take care of yourself. 『(あなた自身の)お体を大切にしてください。』

Take care. 『お大事に。気をつけて。』/ Take it easy. 『気楽にね。くよくよするな。じゃあね。』

take off 『(服･靴など)を脱ぐ (⇔ put on)、(飛行機などが)離陸する』

take out 『(食べ物などを)持ち帰る、～を取り出す、持ち出す』

take part in ~ 『～に参加する (= join)』/ take place 『起こる (= happen)、おこなわれる』

Ken is a friend of ours. 『ケンは私たちの一友人です。』

Your school is older than ours (= our school).

『あなたの学校は私たちの(学校)より古い。』

Whose is that house ? 『あの家はだれのものですか？』

→ It’s ours (= our house). 『それは私たちの(家)です。』

Your cars are white, and ours (= our cars) are black.

『あなたたちの車は白色で、私たちの(車)は黒色です。』

☆ 所有代名詞 = 所有格+ 名詞

ours = our+ 名詞(s)

① He took my hand. 『彼は私の手を取りました[つかみました]。』

② I took a picture [pictures] of the sea.
『私は海の写真を撮りました。』

③ She took her dog to the park.
『彼女は(彼女の)犬を公園に連れて行きました。』

④ Let’s take a bus [train]. 『バスに[電車に]乗りましょう。』

⑤ How long does it take from here to the station ?
『ここから駅までどのくらい (の時間が)かかりますか？』

→ It takes about fifteen minutes. 『約１５分かかります。』

⑥ I’ll take [buy] this bag. 『私はこのバッグを買います。』

⑦ Take this medicine. 『この薬を飲みなさい。』

He teaches English at a high school.
『彼は高校で英語を教えています。』

※ ≪日常の習慣･反復≫は現在形で表す。

Meg taught me math. = Meg taught math to me.
『メグは私に数学を教えてくれました。』

→ かんたん英文法【第３文型と第４文型】

= I was taught math by Meg. ≪ I を主語とした受け身(受動態)の文≫

『私はメグから数学を教えてもらいました。』

= Math was taught (to) me by Meg. ≪ math を主語とした受け身の文≫

『数学はメグによって私に教えられました。』

My father taught me how to swim.
『私の父は私に泳ぎ方を教えてくれました。』

teach〔人〕〔物〕

= teach〔物〕to〔人〕

『〔人〕に〔物〕を教える』

☆ tell とのちがいについて

→【単語帳 No. 381 … tell】

※ we の所有代名詞

発音注意

発音注意
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