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☒  hot [ホット/ハット]

形 暑い、熱い (⇔ cold)

辛い、ひりひりする

[比較変化] hot - hotter - hottest

☒  cold [コウルド]

形 寒い、冷たい (⇔ hot)

[比較変化] cold - colder - coldest

名 風邪、寒気、寒さ

☒ well [ウェル]

副 上手に、よく、じゅうぶんに

※ good【No. 137】も参照のこと

形 健康で、元気で

[比較変化] well - better - best
※ better →【単語帳 No. 488】

best →【単語帳 No. 498】

間 ええと

☒ music [ミューズィック]

名 音楽【a をつけず、複数形にもしない】

派生語：musician (音楽家) →【単語帳 No. 398】
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have a (bad) cold

『(ひどい) 風邪をひいている』

catch (a) cold 『風邪をひく』

hot water 『お湯、熱湯』

☆ hot は｢暑い｣、warm は｢暖かい｣

→【単語帳 No. 509】

It’s very hot today. 『今日はとても暑い。』

It’s hotter today than yesterday. 『今日は昨日より暑い。』

Summer is the hottest of all seasons.

『夏はすべての季節の中で一番暑い。』

※ hotter , hottest のスペリングに注意！ ( t を重ねてから er , est をつける)

I want something hot to eat. 『私は何か熱い食べ物がほしい。』

This salt is too hot . 『この塩は辛すぎます。』

It’s very cold today. 『今日はとても寒いです。』

Are you cold ? = Do you feel cold ? 『あなたは寒いですか？』

I wanted something cold to drink.

『私は何か冷たい飲み物がほしかった。』

Well , let’s see [let me see]. 『ええと、そうですねえ。』

※ 返事につまった時や、次に言うことを考えているときなどに使う。

→【単語帳 No. 678… let】も参照のこと。

I don’t feel well today. 『私は今日気分が良くありません。』

I hope (that) Tom will get well soon.

(→『私はトムがすぐに良くなることを望みます。』)

→『トムがすぐに良くなりますように。』

Emi speaks English well . 『エミは上手に英語を話します。』

= Emi is a good speaker of English. ※ 上とほぼ同意の文。

※ speaker [スピーカァ] ｢話し手、演説者、(音響機器の)スピーカー｣

I know Tom’s father well .
『私はトムのお父さんをよく知っています。』

Did you sleep well last night ?
『あなたは昨夜はよく眠れましたか？』

Everything is going well . 『すべてうまくいっています。』

☆ cold は｢寒い｣、cool は｢涼しい｣ →【単語帳 No. 510… cool】

go well 『うまくいく』

~ as well as … 『…と同様に～も』

Well done !

『よくやった！/ でかした！』

get well 『病気[具合]が良くなる』

Well , ~ 『ええと、～』

= Let me see. = Let’s see.
→【単語帳 No. 294… see】

listen to music 『音楽を聞く』

pop [popular] music 『ポップ音楽、大衆音楽』

rock music 『ロック音楽』→【単語帳 No. 996… rock】

classical [クラぁスィカル] music 『クラシック音楽』

write music 『作曲する』/ read music 『楽譜を読む』

My father has a cold. 『私の父は風邪をひいています。』

Emi often catches (a) cold. 『エミはよく風邪をひきます。』

I like music. 『私は音楽が好きです。』

Let’s listen to music. 『音楽を聞きましょう。』

Tom is listening to music on the radio.

『トムはラジオで音楽を聞いています。』

→【単語帳 No. 652… radio】

What kind of music do you like ?

『あなたはどんな(種類の)音楽が好きですか？』

→【単語帳 No. 411…kind】
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