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☒  park [パーク]

名 公園、遊園地、競技[運動]場

動 (～を)駐車[駐輪]する

活用 ： parked [パークト]

– parked – parking

３単現形：parks [パークス]

☒  week [ウィーク]

名 週、１週間

同音語：weak (弱い) →【単語帳 No. 740】

☒  finish [ふィニッシュ]

動 ～を終える (⇔ begin, start)

終わる (= end)

名 終わり、仕上げ

活用 ： finished [ふィニッシュト]

– finished – finishing

３単現形：finishes [ふィニッシィズ]

５４ページ

185

186

187

finish ~ing 『～し終える』

※ finish のうしろに不定詞(to ~)を
使うことはできない。

… enjoy【No. 292】も同様。

☆ stop【No. 240】には to ~ の

用法もあるが、中学英語では

~ing の用法のほうが重要。

※ park は ｢(自動車を)駐車する｣ の

意味が一般的だが、自転車 (bike)を

｢駐輪する｣という意味でも使う。

a national park 『国立公園』

a baseball park 『野球場』

※ a ball park も同意。

this week 『今週』 / next week 『来週』

last week 『先週』 / every week 『毎週』

※ this, next, last, every などの語がつくときには

その前に on などの前置詞は必要がなくなる。

for a [one] week 『１週間』

/ for two weeks 『２週間』

a [one] week ago 『１週間前』

/ three weeks ago 『３週間前』

※ week の最初の音は、純粋な母音の [ウ] ではなく

w の音が入った半母音なので、a を an にしたり

the を [ズィ] と読んだりする必要はない。

Let’s go to the park. 『(その)公園へ行きましょう。』

I sometimes take [have/go for] a walk in the park.

『私はときどきその公園を散歩します。』

Tom’s sister is playing in that park.
『トムの妹はあの公園で遊んでいます。』

He parked his car in front of the station.
『彼は(その)駅の正面に彼の車を駐車しました。』

Where can I park my bike ?
『私の自転車をどこに駐輪できますか？』

No parking. 『駐車[駐輪]禁止』【標識】

☆ parking には｢駐車場、駐輪場｣の意味の名詞もある。

→【単語帳 No. 673 … space】も参照のこと。

What day (of the week) is (it) today ?

『今日は何曜日ですか？』

Ken will leave Japan next week.

『ケンは来週日本を出発するでしょう。』

Emi stayed in Canada for a [one] week.

『エミは１週間カナダに滞在しました。』

They came here two weeks ago.

『彼らは２週間前にここに来ました。』

I go to the library once [twice] a week.

『私は週に１回[２回] その図書館に行きます。』

There are seven days in a week.

= A week has seven days. 『１週間は７日です。』

☆ weekend [ウィークエンド] ｢週末｣ →【単語帳 No. 476】

I must finish the work soon.

『私はすぐにその仕事を終えなければならない。』

He finished reading the book. 『彼はその本を読み終えました。』

※ finish の後ろには名詞か動名詞を使う。不定詞(to ~)は使えない。

Have you finished your homework yet ?
『あなたはもう宿題を終えましたか？』

Emi hasn’t finished [done] the work yet. ≪現在完了形≫

= Emi hasn’t finished doing the work yet.

『エミはまだその仕事を終えていません。』

☆ yet ｢ [疑問文で] もう、[否定文で] まだ｣ →【単語帳 No. 731】

The game will finish by noon.
『その試合は正午までには終わるでしょう。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。
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