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☒  their [ぜア]

代 彼らの、彼女らの、それらの

同音語：there (そこへ)

they’re (… they are の短縮形)

☒ stand [スタぁンド]

動 立つ、立っている (⇔ sit)

(建物が)～にある【←ふつう進行形にしない】

活用 ： stood [ストゥッド]

– stood – standing

３単現形：stands [スタぁンヅ]

☒ sit [スィット]

動 座る、座っている (⇔ stand)

活用 ： sat [サぁット]

– sat – sitting

３単現形：sits [スィッツ]

☒  teacher [ティーチャ]

名 先生、教師 (⇔ student)

関連語：teach (教える)

→【単語帳 No. 138】
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a teacher of math『数学の先生』

= a math teacher

I know their father. 『私は彼らのお父さんを知っています。』

※ father が単数形なので、｢彼ら｣は兄弟(姉妹)であることになる。

their fathers ならば、複数組の父子がいることになる。

Their cars aren’t new. 『彼らの車は新しくありません。』

The girls closed their books.

『その女の子たちは彼女らの本を閉じました。』

I knew their names. 『私はそれらの名前を知っていました。』

~ing
注意

a teachers’ room 『職員室』

複数形の名詞に ~ ’s (～の)をつける

場合はアポストロフィだけをつける。

例 a girls’ high school

『女子校』

Mr. Saito is a teacher of English [an English teacher].
『斉藤先生は英語の先生です。』

Our math teacher is Ms. Okada.
『私たちの数学の先生は岡田先生です。』

I want to be [become] a teacher. 『私は先生になりたい。』

There are twenty teachers in our school.

= Our school has twenty teachers.

『私たちの学校には２０人の先生がいます。』

sit down 『座る』

sit on [in] ~『～に座る』

→ 右の例文 (Please sit ~ ) を参照。

stand up 『立つ、立ち上がる』

stand by ~ 『～の味方をする』

stand for ~ 『～の略である、～を表す』

Sit down.『座りなさい。』 (⇔ Stand up.『立ちなさい。』)

※ Be seated.「座りなさい。」という表現もある。→【No. 681 … seat】

Please sit on a chair [sofa]. 『いす[ソファ]に座ってください。』

※ ひじかけのあるいすなどに深く座るときには in を使う。

Ken is sitting on a bench. 『ケンはベンチに座っています。』

Meg sat at the table. 『メグはテーブルにつきました。』

※ sit at ~ ｢(テーブル･机などに)つく｣の意味。

☆ sit up ｢背筋を伸ばして座る、起きている｣という表現もある。

Stand up.『立ちなさい。』(⇔ Sit down.『座りなさい。』)

Emi is standing at the door.

『エミはドアのところに立っています。』

Ken stood on his head. 『ケンは逆立ちをしました。』

Our school stands on that hill .

『私たちの学校はあの丘の上にあります。』

☆ stand には ｢我慢する、耐える｣ の意味もある。

I can’t stand this pain.
『私はこの痛みをがまんできない。』

their と there (そこへ) はスペリングが

似ているため、書き間違いが多いです。

しっかり区別して覚えましょう。

※ an English teacher は強く読む部分によって日本語訳が異なる。

English を強く読むと →『英語の先生』

teacher を強く読むと →『イギリス人の先生』

※ 先生を呼ぶときは、Mr. Hara , Ms. Smith のように呼ぶ。

英語では、日本語の｢先生！｣のように、Teacher. とは言わない。

※ they の所有格

※ 文脈や状況に応じて訳し分ける。
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