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☒  look [ルック]

動 (～を)見る、目を向ける

(～のよう)に見える

名 見ること、顔つき、見た目

活用 ： looked [ルックト]

– looked – looking

３単現形：looks [ルックス]

☒  free [ふり－]

形 ひまな (⇔ busy)、自由な

無料の

☒  busy [ビズィ]

形 いそがしい (⇔ free)

にぎやかな

(電話が)話し中で

[比較変化] busy - busier - busiest

☒  sixteen [スィックスティーン]

名 １６

形 １６の

☒ Monday [マンデイ]

名 月曜日【略語は Mon.】
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a busy street 『にぎやかな通り』

→【単語帳 No. 752 … street】

take [have] a look『見る』/ a sad look『悲しそうな表情』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

Are you busy now ? 『あなたは今忙しいですか？』

Aki is busy with her homework today.
『アキは今日彼女の宿題で忙しい。』

Ken has been busy since last week. ≪現在完了形≫

『ケンは先週からずっと忙しい。』

I’m too busy to go there. 『私は忙しすぎてそこへ行けません。』

The line is busy. 『(電話が)話し中です。』

look at ~ 『～を見る』

look for ~ 『～を探す』

look 形容詞 / look like 名詞

『～ (のよう) に見える』

It’s twelve sixteen now. 『今１２時１６分です。』

Her son is sixteen (years old). 『彼女の息子は１６歳です。』

We need sixteen eggs to make dinner.
『私たちは夕食を作るために１６個のたまごが必要です。』

There were sixteen chairs in that room.
『あの部屋にはイスが１６脚ありました。』

Look ! 『見て！』/ Look at me. 『私を見て。』

What are you looking at ? 『あなたは何を見ているのですか？』

What are you looking for ? 『あなたは何を探しているのですか？』

I’m just looking. 『見ているだけです。』【お店で商品を見ている】

Emi looked around there. 『エミはそこであたりを見回しました。』

He looks busy. 『彼は忙しそうに見えます。』 ※ busy は 形容詞 。

It looks like rain. 『雨が降りそうだ。』 ※ この rain は 名詞 。

Are you free now ? 『あなたは今ひまですか？』

→ Sorry, I’m busy now. 『ごめんなさい。私は今忙しいです。』

What do you usually do in your free time ?
『あなたはひまな[自由な]時間にたいてい何をしますか？』

I have two free tickets for the concert.
『私はそのコンサートの無料チケットを２枚持っています。』

See you next Monday. 『今度の月曜日に会いましょう。』

Meg plays tennis on Mondays [every Monday].

『メグは毎週月曜日にテニスをします。』

Tom went to the hospital on Monday afternoon.

『トムは月曜日の午後にその病院へ行きました。』

Emi met her aunt last Monday.

『エミは先週の月曜日に彼女のおばに会いました。』

☆ 曜日名の最初の文字は必ず大文字で書く。

『～曜日に』→ on ~day

『毎週～曜日に』

→ on ~days / every ~day

※ every の後ろには単数形を使う。

→【単語帳 No. 238…Sunday】も参照
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free (ひまな) ⇔ busy (忙しい)

※ sixteenth [——す]

『１６番目(の)、第１６日』

アクセント注意

活用
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発音注意
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発音注意
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