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☒  son [サン]

名 息子 (⇔ daughter)

同音語：sun (太陽) →【No. 562】

☒  daughter [ドータァ]

名 娘(むすめ) (⇔ son)

☒  hope [ホウプ]

動 ～を望む、期待する

名 希望、見込み、望み、ホープ

活用 ： hoped [ホウプト]

– hoped – hoping

３単現形：hopes [ホウプス]

☒  just [ヂャスト]

副 ちょうど、たった今

ただ～だけ、ちょっと

☒ homework [ホウムワ～ク]

名 宿題【a をつけず、複数形にもしない 】

９５ページ
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I have two sons. 『私には息子が２人います。』

Tom is their only son. 『トムは彼らの１人息子です。』

→【単語帳 No. 190 … only】

I hope (that) ~ .

『私は～だとよいと思う[～だといいな]。』

☆ 望ましくないことや、残念なことを ｢～だと

思う｣ときは I’m afraid (that) ~ を使う。

→【単語帳 No. 500 … afraid】

Do your homework. 『あなたの宿題をしなさい。』

I have to [must] do my homework.
『私は私の宿題をしなければならない。』

He has a lot of homework to do.

(→『彼はするべきたくさんの宿題を持っています。』)

→『彼にはしなければならない宿題がたくさんあります。』

Have you finished your homework yet ?

『あなたはもうあなたの宿題を終えましたか？』

just now 『たった今、今さっき』
… この表現は過去形の文で使う。

just then 『ちょうどそのとき』

just before Christmas
『クリスマスのちょっと前に』

→【単語帳 No. 934 … Christmas】

an only son [daughter]『１人息子[１人娘]』/ Mr. and Mrs. Smith’s son [daughter]『スミス夫妻の息子[娘]』

an oldest son [daughter]『長男[長女]』/ a youngest son [daughter]『末(すえ)息子[末(すえ)娘]』

Don’t give up hope. 『望みを捨てるな。』

Do I have any hope ? 『私にはまだ希望がありますか？』

※ 上の２文のような表現では、複数形の s をつけないのがふつう。

We have two daughters. 『私たちには娘が２人います。』

Emi is their youngest daughter. 『エミは彼らの末娘です。』

→【単語帳 No. 169 … young】

do one’s homework 『～の宿題をする』

※ one’s の部分にはmy, her などの所有格を使う。

※ homework で単語１語なので、home と work
のあいだを離さないように注意！

I hope so.『私はそう望みます。そうだといいな。』

I hope to see you again.『私はまたあなたに会えることを望みます。』

= I hope (that) I will see you again. ※ ｢会えるといいな｣とも訳す。

I hope (that) it will be sunny tomorrow.『明日晴れるといいな。』

※ 接続詞の that は省略可。that の後ろには ≪主語 + 動詞≫ の文が続く。

We hoped (that) Tom could come here.

『私たちはトムがここに来られることを望みました。』
→ かんたん英文法【時制の一致】も参照のこと。

It’s just noon. 『ちょうど正午です。』

Tom has just finished [done] his homework.

『トムはちょうど彼の宿題を終えたところです。』

※ 現在完了形の文では just now は使えない。

☆ かんたん英文法【現在完了形② … 完了】も参照のこと。

I’m just looking. 『ただ見てるだけです。』【店員への返答として】

Just a minute [moment / second], please.

『ちょっと待ってください。』
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発音注意

発音注意

アクセント注意発音注意

☆ hope … 実現可能な望みを表すことが多い。 wish ｢～を願う、望む、願い｣ とのちがい →【単語帳 No. 544 … wish】

発音注意

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]


