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☒  evening [イーヴニング]

名 夕方、晩
【ふつう日没から寝る時間まで】

☒  minute [ミニット]

名 (時間の)分

≪a minute で≫ 短い間、瞬間 (= moment)

☒  back [バぁック]

名 後ろ、背中【腰を指すこともある】

形 後ろの (⇔ front)

副 後ろへ、もとへ
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Good evening, Mr. Sato. 『こんばんは、佐藤先生。』

※ Good evening. は改まった言い方。

若い人々は Hello. / Hi. などを使うことが多い。

It’s nine in the evening. 『午後９時です。』

※ evening は、日本語の｢夕方｣よりも範囲が広い語。

ふつう日没から寝る時間までを指す。

Let’s meet tomorrow evening.
『明日の夕方に会いましょう。』

※ this, every, tomorrow, yesterday などが evening に

つくときは、前置詞(in, on など)は必要ない。

Did you call me yesterday evening ?
『あなたは昨日の夕方私に電話しましたか？』

※ ｢昨晩、昨日の夕方｣は last evening よりも

yesterday evening のほうがふつう。

→【単語帳 No. 310 … last】

Good evening. 『こんばんは。』

in the evening 『夕方に、晩に』

on the evening of July 7 [セヴンす]

『７月７日の夕方に』

on Tuesday evening 『火曜日の夕方に』

※ 特定の日の前には前置詞 on を使う。

this evening 『今日の夕方(に)』

every evening 『毎晩』

yesterday evening 『昨晩、昨日の夕方』

= last evening →【単語帳 No. 310… last】

for a few minutes 『２、３分間』

Just a minute. = Wait a minute .

『ちょっと待って。』

※ minute のかわりに moment ｢瞬間｣、

second ｢秒｣ を使ってもほぼ同意。

→【単語帳 No. 617 … moment】

→【単語帳 No. 336 … second】

in a minute 『すぐに』

Tom played tennis for twenty minutes.
『トムは２０分間テニスをしました。』

I waited for Emi for a few minutes.
『私はエミを２、３分間待ちました。』

An hour has sixty minutes. 『１時間は６０分です。』

= There are sixty minutes in an hour.

It’s ten minutes past eight. 『８時１０分です。』

= It’s eight ten.
※ past ｢～を過ぎて｣ →【単語帳 No. 728】

Just a minute, please. 『ちょっと待ってください。』

at the back of ~ 『～の後ろに』

(= behind ~ ) (⇔ in front of ~ )

the back door 『裏口』

the back seat 『後部座席』

be back 『戻る』

come back 『戻って来る、戻る』

go back 『戻って行く、戻る』

look back 『振り返って見る』

= look behind →【単語帳 No. 778】

call back 『電話をかけなおす』

write back 『(手紙の)返事を書く』

She is carrying her baby in her back.

『彼女は背中に(彼女の)赤ちゃんを背負っています。』

I have a pain in my back. 『私は背中[腰]が痛い。』

※ back は ≪首･肩からおしりまで≫ の広い範囲をさす語。

Ken found a dog at the back of his house.

『ケンは彼の家の後ろで１匹の犬を見つけました。』

Meg put her bag on the back seat.

『メグは彼女のバッグを後部座席に置きました。』

※ ３単現の s がないので、この put は過去形。

I will be [come] back soon. 『私はすぐに戻ってきます。』

Go back to your seat. 『あなたの座席に戻りなさい。』

The girl didn’t look back. 『その女の子は振り返らなかった。』

Please call me back later. ※ 代名詞は call と back の間に置く。

『あとで私に電話をかけなおしてください。』
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