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☒  people [ピープル]

名 人々、世間の人々

【複数形扱い、a をつけず、複数形の s もつけない】

≪the people で≫ 一般民衆、国民【複数形扱い】

≪ふつう peoples で≫ 民族、部族
【この意味では複数形にする】

☒  when [(ホ)ウェン]

副 いつ

接 ～(する)ときに

☒ help [ヘルプ]

動 (～を)助ける、手伝う

名 援助、助け

活用 ： helped [ヘルプト]

– helped – helping

３単現形：helps [ヘルプス]
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☆ 接続詞の when は

① 接続詞を文頭に使った文

② 接続詞を文中に使った文

の２通りの英文を作れる。

※ ①のときは、文中にコンマ

( , )が必要になる。

… 右の例文を参照のこと。

help〔人〕with〔物〕

『〔人〕が〔物〕するのを手伝う』

help oneself →【単語帳 No. 774】

『自分で自由に取って食べる』

young people 『若い人々』

Japanese people 『日本の人々』

many [a lot of] people 『たくさんの人々』

the peoples of Asia [エイジャ]『アジアの諸民族』

There are five people in my family.

『私の家族[うち]は５人家族です。』

Hundreds of people went to the station.

『何百人もの人々がその駅へ行きました。』

There were a lot of people in the park.

『その公園にはたくさんの人々がいました。』

People say [They say] (that) he is in Canada.

『彼はカナダにいるそうです。』

※ People say ~ , They say ~ はどちらも｢～だそうです。

～といううわさです。｣ と訳す。→【No. 60… they】

≪短縮形≫ when is = when’s

when to ~
『いつ～したらよいか、

いつ～すべきか』

※ 疑問詞 + to ~ は、should を

使った文と書き換えができる。

when to ~

= when 主語 should ~

『いつ～すべきか』

When is your birthday ? 『あなたの誕生日はいつですか？』

→ It is January 4 . 『１月４日です。』

※ 日付はふつう数字で書き、序数の読み方をする。4 は (ザ) ふォース と読む。

When do you play tennis ? 『あなたはいつテニスをしますか？』

→ I play tennis after school. 『私は放課後テニスをします。』

When are you going to see Ken ?

『あなたたちはいつケンに会うつもりですか？』

→ We are going to see him next week.

『私たちは来週彼に会うつもりです。』

He doesn’t know when to start [when he should start].

『彼はいつ出発したらよいか[するべきか]知りません。』

She knows when Tom’s birthday is. ≪間接疑問文≫

『彼女はトムの誕生日がいつなのかを知っています。』

When I came home, my mother was watching TV. … ①

= My mother was watching TV when I came home. … ②

『私が帰宅したとき、私の母はテレビを見ていました。』

When he was young, he was called Kazu. … ①

= He was called Kazu when he was young. … ②

『彼は若かったとき、カズと呼ばれていました。』

Help me, please. 『私を助けて[手伝って]ください。』

May [Can] I help you ? ①『いらっしゃいませ。』【お店の店員】

②『あなたを手伝ってもいいですか？』

Will you help me with my homework ?

『私が宿題をするのを手伝ってくれませんか？』

Please help yourself. 『どうぞご自由にお召し上がりください。』

Thank you for your help. 『手伝って[助けて]くれてありがとう。』

The girl cried for help. 『その少女は泣いて助けを求めました。』

※ cry for ~ ｢～を泣いて求める｣ →【単語帳 No. 683… cry】
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