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☒  all [オール]

形 すべての、全部の

代 すべて (のもの[こと])、全部、全員

副 すべて、まったく

☒  near [ニア]

前 ～の近くに、～の近くで (= by)

形 近い、近くの (⇔ far)

副 近くに (= close [クロウス]) (⇔ far)

[比較変化] near - nearer - nearest

☒  wait [ウェイト]

動 待つ

活用 ： waited [ウェイティド]

– waited – waiting

３単現形：waits [ウェイツ]
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wait for ~ 『～を待つ』

Summer vacation is getting near.
『夏休みが近づいています。』

Don’t sit near to the door. 『そのドアの近くに座らないで。』

all day (long) 『一日中』

all night (long) 『一晩中』

not ~ at all 『少しも～ない』

Not at all . … ≪右の例文を参照≫

after all 『結局(は)』

first of all 『まず第一に』

That’s all . … ≪右の例文を参照≫

All right.

『よろしい。いいですよ。無事で』

all over ~

『～じゅう、～のいたる所に』

in the near future 『近い将来に』

near at hand 『近くに、間近に』

All the boys went to the park.

『その少年たちはみんなその公園に行きました。』

You can borrow all these books.

『あなたはこれらの本を全部借りることができます。』

all … 全体を１つのまとまりとみる。

every … 全体の中での個々に注目する。

※ 主語よりもあとに使うときは

be 動詞・助動詞よりは後ろ、

一般動詞よりは前で使う。

参考 頻度(ひんど)をあらわす副詞

(always , often など)と同じ。

All of them were busy. 『彼らは全員忙しかった。』

= They were all busy. ※ この all は 副詞 。

We all like cats. 『私たちは全員ネコが好きです。』

Tom is the tallest of all . 『トムは全員の中で一番背が高い。』

All you need is love. (→｢あなたが必要なすべては愛です。｣)

→『あなたに必要なのは愛だけだ。』

I don’t know her at all . 『私は彼女をまったく知りません。』

Not at all . 『どういたしまして。』【イギリス英語で】

※ アメリカでは You’re welcome . を使うほうがふつう。

→【単語帳 No. 225 … welcome】

That’s all . 『それで終わりです。以上です。』

Are you all right ? 『あなたは大丈夫ですか[無事ですか]？』

That’s all right. 『かまいませんよ。』

【Thank you. や I’m sorry. などの返答として】

I want to travel all over the world. 『私は世界中を旅行したい。』

※ near は｢～の近くに｣、by は｢～のそばに｣

と訳すが、実際にはほぼ同意で使われる。

→【単語帳 No. 52 … by】

Our school is near the park.

『私たちの学校はその公園の近くにあります。』

There was a big tree near my house.

『私の家の近くに大きな木がありました。』

Is there a bus stop near here ?

『この近くにバス停がありますか？』

Where is the nearest station from here ?

『ここからいちばん近い駅はどこですか。』

Wait [Just] a minute [second/moment]. 『ちょっと待って。』

Please wait here until Tom comes.

『トムが来るまでここで待ってください。』

※ when, if, until などの後ろの文中では、未来のことも現在形であらわす。

くわしくは、かんたん英文法【時･条件を表す副詞節】を参照のこと。

Who are you waiting for ? 『あなたはだれを待っているのですか？』

→ I’m waiting for my mother. 『私は(私の)母を待っています。』
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