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☒  man [マぁン]

※ 複数形は men [メン]

名 男性、男の人 (⇔ woman)

≪男女を問わずに≫ 人

※ person や people を使うほうがふつう。

人類【a をつけず、複数形にもしない】

☒  woman [ウマン]

※ 複数形は women [ウィミン]

名 女性、女の人、婦人 (⇔ man)

☒  time [タイム]

名 時刻【a をつけず、複数形にもしない】

時間 (⇔ space ｢空間｣ )、期間

…回、…倍

≪ふつう times で≫ 時代

４４ページ

148

149

150

~ times as … as ―『－の～倍の…』

→【単語帳 No. 614 … as】

☆ かけ算も time(s)を使って表現する。

a young man 『若い男性、若者』

an old man 『老人』

How many times ~ ?

『何回～？、どのくらいの回数～？』

頻度[ひんど](…どのくらいひんぱんにその

動作を行うか)を聞く時は How often ~ ?
『どのくらい(よく)～』の文と書き換え可。

☆ 頻度を聞かれたときは once a week

｢週に 1 回｣などと答える。

※ １回…once、２回…twice、３回以降は

three times, four times … となる。

I talked with the woman yesterday.

『私は昨日その女性と話しました。』

Who is that old woman ? 『あの老婦人はだれですか？』

An American woman is standing by the door.

『(１人の)アメリカ人の女性がドアのそばに立っています。』

There were two women in this room.

『この部屋には２人の女性がいました。』

A young man spoke to me.
『若い男性が私に話しかけてきました。』

Who is that old man ? 『あの老人はだれですか？』

Do you know those men ?
『あなたはあの男性たちを知っていますか？』

※ those ｢あれらの｣ は that の複数形 →【No. 160… those】

A man can not live alone. 『人は１人では生きられない。』

→【単語帳 No. 519 … alone】

a young woman 『若い女性』

an old woman 『老婦人』

a woman doctor 『女医』

※ 最近では男女を区別する

表現を避ける傾向にある。

What time is it now ? 『今何時ですか？』

※ アメリカでは Do you have the time ? と時間を聞くこともある。

この場合は、例外的に time に the をつける。

What time do you get up every morning ?
『あなたは毎朝何時に起きますか？』

Ken was studying math at that time [then] .

『ケンはそのとき数学を勉強していました。』

I have no time to read this book.
『私はこの本を読む時間がありません。』

It’s time for lunch [to go to bed now].
『昼食の[もう寝る]時間です。』

How many times a week do you go to the library ?
『あなたは週に何回その図書館へ行きますか？』

→ Twice a week. 『週に２回です。』

He met Emi for the first time. 『彼は初めてエミに会った。』

I have lived here for a long time. ≪現在完了形≫

『私は長い間ここに住んでいます。』

I had a very good time in Kyoto.
『私は京都でとても楽しく過ごしました。』

Time is up. 『時間切れです。/ 残り時間はありません。』

Australia is about twenty times as large as Japan.

『オーストラリアは日本の約２０倍の大きさです。』

Three times four is [are] twelve. ※ is, are どちらでもよい。

『３かける４は１２。(３×４＝１２)』

at that time 『そのとき』(= then)

for a long time 『長い間』

for the first time 『初めて』

have a good time 『楽しく過ごす』

at the same time 『同時に』

in time 『間に合って』

Time is money.
『時は金なり。』【ことわざ】
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