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☒  father [ふァ－ざァ]

名 父、父親、お父さん (⇔ mother)

☒  mother [マざァ]

名 母、母親、お母さん (⇔ father)

☒  new [ニュー] (⇔ old)

形 新しい、新品の、新入りの、不慣れの

[比較変化] new - newer - newest

同音語：knew (…know の過去形)

☒  young [ヤング]

形 若い、幼い (⇔ old)

年下の、年少の

[比較変化] young - younger - youngest

☒  old [オウルド]

形 年をとった (⇔ young)

～歳の、年上の

古い (⇔ new)

[比較変化] old - older - oldest
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young people 『若い人々、若者』

a younger [little] brother 『弟』

a younger [little] sister 『妹』

a new car 『(１台の)新しい車』

a new student 『新入生、転校生』

an older [a big] brother 『兄』

an older [a big] sister 『姉』

an old friend

『旧友、古くからの友人』

an old man 『老人』

an old woman 『老婦人』

new (新しい) ⇔ old (古い)

young (若い) ⇔ old (年をとった)

※ つまりold には２つの反意語がある。

That is my mother’s car. 『あれは私の母の車です。』

That woman with long hair is Ken’s mother.

『髪の長いあの女性はケンのお母さんです。』

Ms. Sato is our new English teacher.

『佐藤先生は私たちの新しい英語の先生です。』

What’s new ? 【親しい間柄でのあいさつ】

『何か変わったことある？ 変わりはないかい？』

That car is newer than mine (= my car).

『あの車は私の (車) より新しい。』

※ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

Meg is very young. 『メグはとても若いです。』

He looks young. 『彼は若く見えます。』

A lot of young people came to the party.
『たくさんの若者がそのパーティーに来ました。』

When she was young, she went to China alone.
『彼女は若かったとき、１人で中国へ行きました。』

Tom is the youngest in his family.
『トムは彼の家族の中で一番若い。』

You are (two years) younger than Ken.
『あなたはケンより (２歳)年下です。』

※ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

How old are you ? 『あなたは何歳ですか？』

→ I’m six (years old).『私は６歳です。』 ※ year(s) old は省略可。

Our school is fifty years old.

『私たちの学校は建てられてから５０年[創立５０年]です。』

Tom is as old as Emi. 『トムはエミと同い年です。』

※ as ~ as … ｢～と同じくらい…｣ →【単語帳 No. 614 … as】

He is (five years) older than my father.

『彼は私の父より (５歳)年上です。』

I am the oldest of the five. 『私は５人の中で一番年上です。』

※ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

My mother looks old for her age. ※ for「～のわりに」

『私の母は年のわりにはふけて見えます。』
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※ 子供のうちは、母親を Mom [マム] や

Mommy [マぁミィ] と呼ぶのが一般的。

※ 子供のうちは、父親を Dad [ダぁッド] や

Daddy [ダぁディ] と呼ぶのが一般的。

My father is a teacher. 『私の父は(１人の)先生です。』

Do you know Emi’s father ?

『あなたはエミのお父さんを知っていますか？』

※ 家族の間で父親、母親のことを指すときは、

固有名詞のように Father, Mother と言う。

dad, mom →【単語帳 No. 535 ~ 536】
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