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☒  fifteen [ふィふティーン]

名 １５

形 １５の

☒ long [ローング]

形 長い (⇔ short) 、～の長さがある

副 長く

[比較変化] long - longer - longest

名 長い間

☒ short [ショート]

形 短い (⇔ long)

背が低い (⇔ tall)

[比較変化] short - shorter - shortest

名 半ズボン、(野球の)遊撃手

☒ tall [トール]

形 背が高い (⇔ short)、高い

身長が～ある、高さが～ある

[比較変化] tall - taller - tallest
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be short of ~ 『～が不足している』

It’s five fifteen now. 『今５時１５分です。』

Come here at three fifteen. 『３時１５分にここに来なさい。』

Emi will be fifteen (years old) next month.
『エミは来月１５歳になります。』

There are fifteen people in this room.
『この部屋には１５人の人々がいます。』

for a long time 『長い間』

Long time no see.
『お久しぶりです。』

How long ~ ?
『～はどのくらいの長さ、

どのくらい長く～』

※ long は文の内容によって

形容詞または副詞になる。

So long ! 『さようなら。』
【親しい間柄で使う別れのあいさつ】

long ago 『ずっと前』

= a long time ago

before long (= soon )
『やがて、まもなく』

☆ 名詞の用法の例文は省略します。

Meg has long hair. 『メグは髪が長いです。』

How long is this bridge ? 『この橋はどのくらいの長さですか？』

→ It’s about twenty meters long.
『それは約２０メートルの長さです。』

What is the longest river in the world ?
『世界でいちばん長い川は何ですか？』

→ The Nile [ナイル] is. 『ナイル川です。』

I haven’t seen Tom for a long time. ≪現在完了形≫

『私は長い間トムに会っていません。』

I can’t stay long. 『私は長くは居られません。』

How long are you going to stay in Tokyo ?
『あなたはどのくらい (長く)東京に滞在するつもりですか？』

→ I’m going to stay here for ten days.
『私はここに１０日間滞在するつもりです。』

It’s going to rain before long. 『まもなく雨が降るでしょう。』

Emi had short hair. 『エミは短い髪をしていました。』

My pencil is very short. 『私のエンピツはとても短いです。』

Her speech was too short. 『彼女のスピーチは短すぎました。』

Ken is shorter than Tom. 『ケンはトムよりも背が低いです。』

= Tom is taller than Ken. 『トムはケンよりも背が高いです。』

Look at that tall building. 『あの高い建物を見なさい。』

Emi is taller than Meg. 『エミはメグよりも背が高い。』

= Meg is shorter than Emi. 『メグはエミよりも背が低い。』

Tom is the tallest (boy) in our class.

『トムは私たちのクラスでいちばん背が高い(少年)です。』

How tall is he ? 『彼の身長はどのくらいですか。』

→ He is 170 centimeters tall. 『１７０センチメートルです。』

※ centimeter(s) [センティミータァ(ズ)] ｢センチメートル｣

※ fifteenth [——す]

『１５番目(の)、第１５日』

アクセント注意

tall … 人や細長いもの (木･煙突など)が

高いときに使う。

high … 山や建物などが高いときに使う。

→【単語帳 No. 209 … high】

発音注意

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]

発音注意


