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☒ day [デイ]

名 日、１日

日中、昼間【日の出から日没まで】(⇔ night)

≪ふつう days で≫ 時代、時期

☒ buy [バイ] (⇔ sell)

動 ～を買う

同音語：by (～によって、～のそば)

bye (さよなら、バイバイ)

活用 ： bought [ボート]

– bought – buying

３単現形：buys [バイズ]

☒ only [オウンリ]

形 ただ１つの、ただ１人の、唯一の

最適の

副 ただ～だけ、ほんの～にすぎない
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Only Emi knows him. 『エミだけが彼を知っています。』

Ben was only five years old then.

『ベンはそのときほんの５歳でした。』

Aki is an only child. 『アキは一人っ子です。』

Tom is their only son. 『トムは彼らの１人息子です。』

Ken is the only man for the job.

『ケンはその仕事に最適な男性です。』

an only child 『一人っ子』

not only ~ but (also) …

『～だけでなく…もまた』→【No. 777】

☆ only は使う場所によって修飾する語が変わる。修飾する語の直前に only を置く。

Only Meg saw the man. 『メグだけがその男性を見ました。』

Meg only saw the man. 『メグはその男性を見ただけでした。』

Meg saw only the man. 『メグはその男性だけを見ました。』

※ ただし、実際の会話では、be 動詞･助動詞の後ろ、または一般動詞の直前において、

読むときには修飾したい語を強く発音するのがふつう。

boat ｢ボート、小船｣ は [ボウト] と

発音するので、bought の発音とは

異なる。※ boat →【単語帳 No. 872】

every day 『毎日』

all day (long)『一日中』

one day 『ある日』/ some day 『いつか』

the other day 『先日』

the next day 『その翌日』

day by day 『日に日に、日ごとに』

the day after tomorrow 『あさって』

the day before yesterday 『おととい』

New Year’s Day 『元日』

during the day 『日中(に)』→【No. 214】

day and night 『昼も夜も』

these days 『このごろ、近ごろ』

in those days 『そのころは、当時は』

I study Japanese every day.

『私は毎日日本語を勉強します。』

① What day (of the week) is (it) today ?

『今日は何曜日ですか？』

② What day of the month is (it) today ?
= What’s the date today ?

『今日は何月何日ですか？』

※ 上記の①②は似ているが、質問の内容がまったく異なる。

of the week のときには曜日、of the month のときは日付。

Have a nice day ! 『よい一日を！』

I met Tom two days ago. 『私は２日前にトムに会った。』

Meg stayed in Tokyo for five days.
『メグは５日間東京に滞在しました。』

One day I got a letter from my uncle.
『ある日私は(私の)おじから手紙を受け取りました。』

I want to go to America some day.
『私はいつかアメリカに行きたい。』

I want to buy a notebook. 『私はノートを１冊買いたい。』

He bought the bag for two thousand yen.

『彼はそのバッグを 2,000 円で買いました。』

※ この for は｢～と交換に｣の意味。→【単語帳 No. 46 … for】

Meg bought me a camera. 『メグは私にカメラを買ってくれた。』

= Meg bought a camera for me.

※ くわしくは、かんたん英文法【第３文型と第４文型】を参照のこと。

→【単語帳 No. 46 … for】も参照のこと。

発音注意

buy〔人〕〔物〕= buy〔物〕for〔人〕『〔人〕に〔物〕を買う』
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