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☒  husband [ハズバンド]

名 夫、だんなさん (⇔ wife)

☒  wife [ワイふ]

名 妻、奥さん、夫人 (⇔ husband)

☒  jump [ヂャンプ]

動 (～をぴょんと)跳ぶ、ジャンプする

名 ジャンプ、跳躍

活用 ： jumped [ヂャンプト]

– jumped – jumping

３単現形：jumps [ヂャンプス]

☒ close [クロウズ]

動 (～を)閉じる、しめる

(⇔ open) (= shut)

活用 ： closed [クロウズド]

– closed – closing

３単現形：closes [クロウズィズ]

形 接近した、親しい [クロウス]

[比較変化] close - closer - closest
※ close は near よりも近いことを表す。

※ 形容詞は動詞とは発音が異なるので注意！

☒ out [アウト] (⇔ in)

副 外へ、外出して、不在で

なくなって、消えて
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Let’s go out. 『外出しましょう。』

I’m sorry, Tom is out now.
『ごめんなさい、トムは今外出中[不在]です。』

The moon came out. 『月が出てきました。』

He went out of the room. 『彼はその部屋から出て行きました。』

The books are sold out. 『その本は売り切れです。』

※ sell out は be sold out ≪受け身[受動態]≫ の形でよく使われる。

→【単語帳 No. 772 … sell】
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My husband is forty (years old).

『私の夫は４０歳です。』

That man is Aki’s husband.

『あの男性はアキのだんなさんです。』

His wife lives in Kyoto. 『彼の妻は京都に住んでいます。』

That woman is Ben’s wife . 『あの女性はベンの奥さんです。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

a high jump 『高跳び』

a long jump 『幅跳び』

Ken and his wife 『ケンと彼の奥さん』

husband and wife 『夫婦』… この場合、冠詞をつけないことが多い。

The dog jumped into the water.
『その犬は水の中に飛び込みました。』

He jumped (over) a fence [ふェンス] .
『彼は垣根[フェンス]を跳び越えました。』

→【単語帳 No. 211 … over】

I jumped out of bed. 『私はベッドからとび起きました。』

※ この表現では bed に冠詞 (a, the)がつかない。

※ out of ~ ｢～から外へ｣ →【単語帳 No. 345 … out】

The cat is going to jump from [off] the roof.
『そのネコは屋根から跳び降りようとしています。』

Close your books. 『(あなたたちの)本を閉じなさい。』

Please close your eyes. 『あなたの目を閉じてください。』

Don’t close the door. 『そのドアを閉めるな。』

The library closes at five. 『その図書館は５時に閉まります。』

I’m close to you. 『私はあなたのすぐ近くにいます。』

It was a close game. 『それは接戦でした。』

Tom and Ken are very close.
『トムとケンはとても親しい。』

go out 『外出する』

be out 『外出している』

out of ~ 『～から外へ』

(⇔ into ~ ｢～の中へ｣ )

sell out 『売り切る、売りつくす』
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※ 複数形は wives [ワイヴズ]

… f, fe で終わる語は f を v に変えて

es をつける。

→ かんたん英文法【名詞の複数形】
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