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☒  every [エヴりィ]

形 すべての、どの…もみな

毎…、…ごとに

☒  here [ヒア] (⇔ there)

副 ここに、ここで、ここへ

名 ここ

同音語：hear (聞く)

☒  there [ぜア] (⇔ here)

副 そこに、そこで、そこへ

名 そこ、あそこ

同音語：their (彼らの /彼女らの /それらの)

they’re (they are の短縮形)
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every … 全体の中での個々に注目する。/ all … 全体を１つのまとまりとみる。→【単語帳 No. 201】

How far is it from here to the station ?

『ここからその駅まではどのくらい (遠い)ですか？』

Meg lives near here. 『メグはこの近くに住んでいます。』

Here you are. 『はい、どうぞ。』

= Here you go. = Here it is.

※ Here you are. は 店員などが

相手の求めたもの (料理や商品

など)を差し出すときに使う。

over here 『こっちに、こちらに』

Here we are.

『 (目的地に)さあ着いた。』

Here we go.

『さあ始めよう[行こう]。』

here and there 『あちこちに』

from here 『ここから』

I play tennis every day. 『私は毎日テニスをします。』

※ every の後ろには ≪名詞の単数形≫ を使う。

例 every day → ｢１日、１日の連続｣ → 結果的に『毎日』

Meg gets up early every morning. 『メグは毎朝早く起きます。』

Every student was happy to hear the news .

『すべての生徒がその知らせを聞いてうれしかった。』

※ 主語が３人称単数なので、この文では was を使っていることに注意！

The train leaves every ten minutes. 『電車は１０分おきに出発します。』

every day 『毎日』

every week 『毎週』

every year 『毎年』

every time 『毎回』

We can see Mt. Fuji from there.

『私たちはそこから富士山を見ることができます。』

go there 『そこへ行く』

① There is a [an] ~ … .

② There are ~s … .
『～があります。～がいます。』

※ この文では a, an, some, many,

a lot of などが直前についている

≪不特定の名詞≫ を使う。単数形

の名詞のときは①の文、複数形の

名詞のときは②の文を使う。

over there 『あっちに、あちらに』

here and there 『あちこちに』

from there 『そこから』

Come here, Tom. 『こっちに来て、トム。』

Here is [are] ~ . 『ここに～があります。』

※ ～の部分の名詞が単数形か複数形かによって、be 動詞を使い分ける。

Here is your camera. 『ここにあなたのカメラがあります。』

Here are some apples. 『ここにリンゴがいくつかあります。』

For here or to go ? 【ファストフード店などの店員の言葉】

『ここで召し上がりますか？ それともお持ち帰りですか？』

Here comes our teacher [the bus].

『(ほら、) 私たちの先生 [バス]が来たよ。』

※ この場合、主語･動詞に倒置がおこる。代名詞を使うときには

Here he comes. / Here it comes. のようになる。

Go there, Emi. 『そこへ行きなさい、エミ。』

※ この there は副詞なので、直前に前置詞 to は不要。

There is a book on the desk.『その机の上に本が１冊あります。』

There are some cats under the table.
『そのテーブルの下にネコが何匹かいます。』

※ ｢～があります｣の日本語訳であっても、my, hisなどの所有格や

the, this, that などの語が名詞についているときは ≪特定の語≫

になるので、There ~ の文を使わずに以下のようにあらわす。

My book is on the desk. 『私の本は机の上にあります。』

The cats are under the table.
『そのネコたちはテーブルの下にいます。』

How many students are there in your school ?

『あなたの学校には何人の生徒がいますか？』
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