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良く使われる動詞 & 動詞イディオム & 副詞イディオム 

 

第 2文型／S+V+C 

「主語+動詞+補語」は、主語を説明する(主格)補語をとる文型です。 

 

第 2文型に使われる動詞 

◆ どのような状態にあるかを表わす動詞 

be(である),  keep(ままでいる), lie(置かれている), remain(ままである), stay(とどまる), など 

◆ どのような状態になるかを表わす動詞 

become, get, go, come, turn, など 

◆ どのような性質なのかを感覚的に表わす動詞 

feel(感じる), sound(聞こえる), look(見える), smell(臭いがする), taste(味がする), など 

◆ どのように思われるかを表す動詞 

seem(ように思える・であるらしい), appear(ように見える), など 

 

第 2文型によく使われる動詞 

◆ どのような状態になるかを表わす動詞 

become, get, go, come, turn, など 

 

become:  

become は、「時間をかけてある状態になる」という意味合いから「持続性のある状態」を表す名

詞・形容詞をとります。 

become + 名詞・形容詞／・・になる 

He became a dentist. 彼は歯科医になった 

The days are becoming longer. 日がより長くなっている 

The truth became known to us all. 真実は私たち全員に知られるようになった 

 

get 

get は、何かを引き起こすという意味合いから「一時的な状態」や「感情の変化」を表す形容詞を

とります。 

get + 形容詞／・・になる 

It will soon get dark. すぐに暗くなるでしょう 

She got tired. 彼女は疲れた  

 

get + 現在分詞／･･し始める 

We got reading. 読み始めた 

 

get + 過去分詞／･･になる､される､してもらう 

I got acquainted with an artist. 私は芸術家と知り合いになった 
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get to + 原形動詞／・・するようになる 

You will soon get to like it. あなたはやがてそれを好むようになるでしょう 

 

go 

goは、ある状態から逸脱をする意味合いで「悪い方へ変化」する形容詞をとります。 

go mad (気が狂う), go wild(乱暴になる), go bad (腐る), go wrong (悪くなる), go bankrupt (倒

産する) など 

go + 形容詞／･･の状態である､・・になる 

The children go barefooted all the time. 子供たちは素足の状態である 

Meat soon goes bad in hot weather. 肉は暑さの中で直ぐ悪くなる  

 

go + un形容詞／(そうであってはいけないのに)…のままである. 

go unnoticed [unpunished]  気づかれない[罰せられない]ままになる  

 

go + 名詞(無冠詞)／(政治的に)…(側)になる、…の立場をとる 

go Communist(Labour, Democrat)  共産主義化する(労働党側になる, 民主党につく)  

 

go + 前置詞+(代)名詞／(…から)…になる(from)、(…の状態に)なる,陥る(into, to) 

go into a state of the depression 憂鬱な状態に陥る  

 

come 

comeは、もとの状態へ変化する意味合いで「好ましい方へ変化」する形容詞をとります。 

come + 形容詞／(物･事が)・・になる 

My dream has come true. 私の夢はかなった 

It’ll come right in the end. 最後にはすべて上手くいくでしょう 

 

come + 分詞／(物･事が)・・になる 

The doorknob has come loose. ドアの取手がゆるんできた 

 

come to + 名詞／(人･事･物がある状態･事態)・・になる(固定した表現に多い) 

come to his aid (assistance, help ) 彼を助けることになる 

come to power 権力を握ることになる 

 

come into + 不可算名詞／(人･事･物がある状態･事態)・・になる 

come into blossom (flower). (木などが)花を咲かせる 

come into effect (法律などが)発効する 

 

come to + 状態動詞 (know, loveなど)／(人などが)・・するようになる､するはめになる 

come to know him 彼を知ることになる 
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come to be suspected 疑われるはめになる 

 

turn 

turnは、状態の変化を表します。 

turn + 形容詞／〈…に〉なる、色が(味が)変わる 

My son turned professional. 私の息子はプロになった 

The leaves have turned yellow. 木の葉が黄色になった 

His face turned red. 彼は赤面した 

The milk has turned. 牛乳が酸っぱくなった. 

 

turn + 前置詞+(代)名詞／〔…から〕〔…に〕変じる〔from〕，転化する〔to，into〕 

Tadpoles turn into frogs. おたまじゃくしはカエルに変わる.  

 

 

第 5文型／S+V+O+C 

「主語+動詞+目的語+補語」は、目的語を説明する(目的格)補語をとる文型です。 

 

第 5文型に使われる動詞 

◆ 名前や役職などについて述べる動詞 

name(名づける), call(呼ぶ), choose(選ぶ), など 

◆ 認識を述べる動詞 

think(思う), find(わかる), believe(信じる), consider(考える), など 

◆ 状態について述べる動詞 

make(なる), get(する), keep(保つ), leave(ままにしておく), など 

◆ 知覚動詞 

see(見る), hear(聞く), feel(感じる), find(見つける), notice(気づく), observe(気づく), watch(見

守る), など 

◆ 使役動詞 

make(させる), let(させてください), have(させる・してもらう), など 

 

 

第 5文型によく使われる動詞 

◆ 状態について述べる動詞 

make(なる), get(する), keep(保つ), leave(ままにしておく), など 

 

make 

make + 人 + 名詞･代名詞／人を・･にする 

I made him an assistant. 私は彼をアシスタントにした 

 

make + oneself(人) + 過去分詞／人を･･させる(使役) 
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He could not make myself understood. 彼は私自身を理解させることが出来なかった  

 

make + 人 + 原形動詞／人に・を･･させる(使役) 

They made me sing. 彼らは私に歌わせた  

 

get 

get + 人・物 + 形容詞／・・を・・にする 

I’ll get tea ready. 私はお茶を用意するつもりです 

 

get + 物 + 過去分詞／物を･･させる､してもらう(使役) 

I must get my coat mended. 私はコートを繕ってもらった 

NOTE: haveを用いても同様の意味だが getはくだけた言い方  

 

get + 人 + to + 原形動詞／人に･･させる､してもらう(使役) 

I will get someone to come. 私は誰かに来てもらうつもりです  

 

keep 

keep + 人・物・事 + 形容詞／・・を・・にしておく 

My father always keeps his razor sharp. 父はいつもひげ剃りを研いだままにしている 

 

keep + 人・物・事 + 現在分詞／・・を・・させておく 

They kept the fire burning all night. 彼らは一晩中火を燃やしたままにしている  

 

leave 

leave + 人・物 + 形容詞／～を…のままにしておく 

Please leave me alone. １人にしておいてください 

Don't leave the box open. その箱を開けたままにするな  
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第 1文型／自動詞+イディオム 

 

自動詞 

arrive(到着する), go(行く), come(来る), run(走る), depart(出発する), fall(落ちる), 

sit(座る), sleep(寝る), appear(現れる), disappear(消える), die(死ぬ), remain(残る), 

happen(起こる), ache(痛む), bleed(出血する), blush(赤面する), faint(卒倒・気絶す

る), cough (咳をする), cry (叫ぶ・泣く), laugh (笑う), など 

 

NOTE: 自動詞には、副詞を伴うもの、前置詞を伴う連語タイプのもの、二つの前置

詞句をとるものもあります。 

 

 副詞を伴うもの  

break out(突発する・起こる) 

look out(気をつける) 

run away(逃げる) 

get along(うまくやっていく) 

stand out(目立つ), など 

 

 前置詞を伴う連語タイプのもの  

comply with(応じる・従う) 

consent to(同意する・承諾する) 

prepare for(準備する・用意する) 

plan for(計画を立てる) 

fail in, at(失敗する) 

proceed to(移る・進む), など 

 

 二つの前置詞句をとるもの 

compete with～for… (…ために～と競争する・張り合う) 

speak to～on, about… (…について～に演説・講演する) 

agree with～on, about… (…について～に同意・賛成する) 

disagree with～on, about… (…について～と意見が合わない) 

negotiate with～on, about… (…について～と交渉・協議する), など 
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第 3文型／他動詞+イディオム 

 

他動詞 

build(建てる), buy(買う), catch(捕まえる), carry(運ぶ), destroy(破壊する), cut(切る), 

use(使う), sell(売る), feel(感じる), hear(聞く), smell(嗅ぐ), touch(触る), enjoy(楽し

む), fear(恐れる), hate(嫌う), love(愛する), like(好む), believe(信じる),  discuss(議

論する), expect(期待する), forget(忘れる), blame(責める), など 

 

NOTE: 他動詞には、変動・分離・固定タイプの副詞を伴うもの、前置詞を伴う成句タ

イプのもの、副詞と前置詞を伴うもの、成句になるものもあります。 

 

 変動タイプの副詞を伴うもの 

Put out 

 

 分離タイプの副詞を伴うもの 

see him off 

 

 固定タイプの副詞を伴うもの 

call off(中止する) 

put off(延期する), など 

 

 前置詞を伴う成句タイプのもの 

deal with(扱う) 

look for(探す) 

wait on(仕える), など 

 

 副詞と前置詞を伴うもの 

come up with(思いつく), 

look up to(尊敬する), など 

 

 成句になるもの 

catch sight of(見つける) 

make room for(場所をあける) 

pay attention to(注意する) 

take care of(世話する), など 
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動詞イディオム 

 

◆ 副詞を伴うもの 

be up  昇っている 

be (three games) up  (3ゲーム)勝ち越している 

be down  沈んでいる 

go up  昇る 

back up  支持する  

clear up  (天候が)晴れる 

come up  起こる、話題に上る  

fix up  を取り付ける、を取り決める、を用意する、を修理する  

keep up  を維持する 

mix up   をよく混ぜ合わせる、を混乱させる、を混同する  

tie up  を結びつける、を包帯する、を連合・提携させる 

tie down  を束縛する、を縛り付ける 

use up  を使い尽くす  

wake up  起きる、を起こす  

go down  沈む、弱まる 

bring down  を下げる、を倒す  

put down  を書き留める、を鎮圧する 

 

 

◆ 前置詞を伴うもの 

about 

bother about  について気をもむ   

bring about  を引き起こす 

care about  を気にかける   

come about  起こる､生ずる   

get about  歩き回る､広まる  

hear about  のうわさを聞く  

inquire about  を尋ねる  

set about  にとりかかる  

worry about  をくよくよする 

ask about  について尋ねる  

talk about  について話をする  

 

above    

get above  の上に出る､より上位になる 
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across 

come across  ふと浮かぶ、偶然出会う 

get across  渡る、横切る 

 

after 

ask after  の安否を尋ねる､を見舞う  

call after  をとって名づける  

come after  を継ぐ  

look after  の世話をする  

seek after  を求める  

take after  に似る､を真似る  

follow after  後に続く､ついて行く 

 

against 

argue against  に反論する   

lean against  よりかかる 

protect against  から保護する  

provide against  に備える 

 

as 

look on (upon)  とみなす 

serves as  の役をする、として勤める 

regarded as  とみなす 

 

 

at 

aims at  をねらう、を目指す 

arrive at  (狭域)に着く 

arrive in  (広域)に着く 

call at (場所)を訪問する 

catch at  をすがる 

disappoint at (人の感情)に失望して 

get at  に達する、をつかむ(理解)､(核心)に触れる 

laughed at  を笑う､をあざける 

look at  を見る 

gaze at  見つめる 

glance at  ちらりと見る 

stare at  じっと見る 

glare at  にらむ 
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away 

carry away  流される、持ち去る 

clear away  霧が晴れる、取り払う 

do away with  をやめる 

fall away  手を引く、遠ざかる 

keep away  を避ける 

lay away  をしまっておく、をとっておく 

take away  を片付ける、を運び去る 

fade away  しだいに消える､色あせる   

get away  行ってしまう､逃げる   

give away  をくれてしまう､譲り渡す 

send away  を追い払う   

pass away  死去する､去る、すたれる 

put away  を取り除く､を片付ける 

ran away  逃げ去る 

break away  散る 

is (five miles) away  (5マイル)離れている 

 

between 

decide between～and～  ～と～のどちらかに決める 

discriminate between～and～  ～と～を見分ける 

distinguish between～and～  ～と～を(より詳細に)見分ける  

judge between～and～  ～と～を判定する 

 

by 

come by  を手に入れる 

put by  そらした･避けた 

stand by  支持する､待機する､そばに立つ 

stick by  執着する､肩を持つ 

sit by  そばに座る   

pass by  そばを通る   

 

for 

account for  を説明する 

allow for  を考慮する､を配慮する 

answer for  を保証する 

apply for  を志願する 

call for  を要求する､誘う 

care for  を好む､を気に掛ける 
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do for／go for  の役に立つ、の値打ちがある 

look for  を探す､を求める 

make for  を助長する 

make up for  を償う､を補う 

passes for  で通っている､で通用する 

provide for  に備える 

qualify for  の資格を得る 

search for／seek for  を捜し求める 

send for  を呼びにやる 

speak for  を弁護する 

stand for  を表す 

stand up for  を支持する 

substitute for  の代わりをする  

substitute A for B   Aを Bの代わりに用いる 

wait for  を待つ､を待ち構える 

watch for  に気をつける､ 

wish for  をほしがる 

 

from 

abstain from  を止める､を絶つ 

come from  の出である､の生まれである 

dates from  から始まる 

distinguish from  を見分ける 

heard from  から便りがある 

refrain from  を差し控える 

suffer from  で苦しむ､をわずらう 

die form  で死ぬ  

part from  と別れる  

differ from  と異なる 

borrow from  から借りる   

recover from  から回復する  

in 

arrive in  に着く 

believe in  を信じる､の存在を信じる 

call in  を集める､を呼び入れる､を求める 

deal in  を商う 

fail in  に失敗する 

fall in  に落ち込む 

fill in  挿入する､書き込む 
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go in  に入る 

hold in  を抑える 

interfere in  に干渉しない 

look in  をのぞく､を調べる 

persist in を固執する､を主張する 

resulted in  に終わる 

set in  始まる 

share in  にあずかる 

specialize in  を専門に研究している 

take in  を取り入れる 

write in  書き込む､で書く 

 

of 

accuse of  の罪を負わせる 

admit of  を認める 

approve of  を是認する 

become of  になる  

beware of  に用心する 

boast of  を自慢する  

complain of  の不平を言う  

consist of  から成る  

cure of  を治す  

deprive of  を奪う  

die of  で死ぬ  

dream of  を夢に見る 

hear of  の事を聞く､の便りを聞く 

inquire of  を尋ねる 

get rid of  を除いて､をのがれて 

know of  を知っている 

make～of  で～を作る 

remind of  を思い出させる 

smell of  のにおいがする 

speak of  のことを言う 

suspect of  の疑いをかける 

talk of  のことを話す  

think of  のことを考える､を思いつく 

hear of  のことをうわさに聞く    

dispose of  を処分する   

 

on 
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act on  行動する  

attend on  に付き添う 

bring on  生じる 

call on  を訪問する 

carry on  続ける  

count on  あてにする  

depend on  による  

draw on ひきつける 

dwell on  をよく考える､詳しく論じる  

get on  乗る 

go on  進む､継続する  

hold on  持ちこたえる  

insist on  を強く主張する 

keep on  続ける 

lay on  加える､課する  

live on  で暮らす  

look on  と見なす  

prevail on  説き伏せる・明らかにする  

put on  身に付ける  

rely on  を信頼する 

settle on  を決める  

take on  を引き受ける 

wait on  に給仕する  

waste A on B   Bに Aを浪費する、無駄にする 

 

off 

stand off  離れている、近寄る  

run off  走り去る 

break off  を折り取る 

bite off  食いちぎる 

lay off  一時解雇する 

block off  閉鎖する 

mark off  として区切る 

take A off B   Bから Aを外す、取る、離す、差し引く    

drop off  減った 

doze off  まどろむ 

turn off  消す 

call off  を中止する 

put off  を延期する 



 

 

13 

cut off  絶つ、止める 

be off  中止になる 

finish off  を仕上げる 

pay off  を支払う 

clear off  片付ける  

write off  書き上げる 

out 

go out  に出かける  

stretch out  (手足などを)伸ばす、(背)伸びをする 

pour out  (液体などを)注ぐ 

leave～out  言葉を省く 

break out  突発する 

come out  花が咲いた 

pass out  失神した 

run out  物資が尽きた 

work out  解決する 

talk out  とことん話し合った 

 

to  

add to  を増やす  

amount to  (総計、ある量)にのぼる   

limit to  に限る、制限する 

listen to  を聞く 

relate A to B  Aを Bと関係・関連させる 

succeed to  を継承する、相続する 

prefer A to B  Bより Aを好む 

 

with  

agree with  に同意する  

argue with  と論議する 

begin with  から始める  

compare with  と比べる  

consult with  と相談する  

correspond with  と文通する  

cope with  (困難などを)うまく処理する 

do away with  をやめる  

dispense with  を不要にする、省く 

furnish with  を備え付ける  

put up with  をがまんする 
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provide・・with～  ～人に･･を供給する  

supply・・with～  ～に･･を供給する、与える 

 

◆ be+形容詞+前置詞 

about 

be anxious about  を心配する 

be careful about  に気をつける 

be curious about  に好奇心を持つ 

be particular about  にやかましい 

be concerned about  に関心を持っている 

 

at  

be angry at  (ことに)怒っている 

be angry with  (人に)怒っている 

be good at  が得意である 

be bad at  が苦手である 

be present at  に出席している 

be surprised at  に驚いている 

 

for 

be fit for  にふさわしい､に適している 

be impatient for  をしきりに望んでいる 

be noted for  で名高い 

be responsible for  (行為)に責任を負う 

be sorry for  を気の毒に思っている､をすまないと思っている 

 

from 

be absent from  を留守・欠席・欠勤している 

be different from と異なっている 

be far from  から遠い 

be free from  がない、を逃れている 

 

in 

be absorbed in  に夢中である 

be engaged in  に従事している 

be excellent in  にすぐれている 

be interested in  に興味を持っている 

be rich in  に富んでいる 
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of 

be afraid of  を恐れている   

be ashamed of  を恥ずかしく思っている 

Be aware of  に気付いている    

be careful of を気に掛けている  

be composed of  からなっている     

be conscious of  を意識している  

be convinced of  を確信している    

be envious of  をうらやんでいる  

be fond of  を好んでいる   

be full of  で満ちている 

be glad of  をうれしく思っている   

be ignorant of  を知らないでいる  

be jealous of  をねたんでいる 

be possessed of  を所有している 

be proud of  を自慢している   

be regardless of  に不注意である、に無頓着である   

be short of  が不足している    

be sick of  にいやになっている､にうんざりしている  

be sure of  を確信している    

be tired of  に飽きている 

 

on 

be dependent on  に頼っている､次第である 

 

to 

be accustomed to  に慣れている   

be due to  に当然支払われる・与えられるべきである 

be similar to  と類似している  

be subject to  に従う、を受けやすい 

 

with 

be identical with  と一致している 

be accompanied by, with  人に・物に伴われている 
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副詞イディオム 

 

above  

above all とりわけ、何よりも 

 

after 

after a whiled しばらくして  

after all 結局  

day after day 来る日も来る日も 

one after another 次々に  

one after the other かわるがわる  

year after year 年々 

 

against 

against a rainy day 万一に備えて 

against my will 意に反して、不本意ながら 

 

and 

～and all ～ごと 

and so forth, and so on など 

and so それで･それ故 

and that しかも 

and yet それであるのに､だけれども 

 

all  

all the better かえってよい   

all the same 全く同じ 

all at once, all of sudden 突然に  

all along ずっと､始めから  

all around 万遍なく   

all in all すっかり  

all over じゅう   

all the way はるばる 

all the time,all through その間ずっと 

all the year round 年中  

all through the year 年中 

 

along 

along with と共に、と一緒に 
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all along ずっと､始めから 

any longer もはや､これ以上は   

any more これ以上は(量)   

any number of いくつの～も 

at any moment いつなんどきでも  

at any rate とにかく   

at any time いつでも   

by any means どんなことをしても  

by any chance 万一にも  

in any case どんな場合でも  

in any event いずれにしても  

 

around  

all around ひとまわり、ぐるりに､皆に､万遍なく 

 

as 

as a matter of fact 実際のところ   

as a(the) result その結果として   

as a rule 概して、一般に   

as a whole 全体として   

as it is called いわゆる   

as it were いわば   

as ～ as possible できるだけ～   

as before 以前の通りに・ように   

as ever 相変わらず､いつものように   

as follows 次の通りで   

as for に関して、はどうかといえば   

as far as  の限りは、まで(距離) 

as much その程度   

as much as ほど精一杯で  

as to について、に関して  

as well そのうえ、もまた､同様に  

as usuall いつものよに   

as yet 今までのところでは   

as of 現在で 

as regards に関しては   

as soon as するやいなや 、 

 

at   
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at a distance 少し離れて 

at a loss 途方にくれて 

at all (条件節:卑しくも､疑問文:いったい､否定文:少しも･･ない) 

At any cost どんな犠牲を払っても 

at best どう考えても 

at ease 安心して､気楽に 

at heart 心から 

at large 広く､一般に 

at least 少なくとも 

at the latest 遅くとも 

at random 手当たり次第に 

at table 食事中 

at work 仕事中で 

at the cost of を犠牲にして 

at the mercy of のなすがままになって 

at the rate of の割合で 

 

away  

away back ずっと以前に 

away down ずっと下のほうに 

away from home 留守で､家を離れて 

 

before 

before long 遠からず 

 

between 

between ourselves 内々の話だ、ここだけの話だが､内密に 

between the lines 行間に隠れた、言外の 

 

but 

anything but どころではなく 

anything but の他なら何でも 

cannot but せざるを得ない 

not only～but also ばかりでなく・・もまた   

nothing but 単に 

 

by   

by accident 偶然に､思いがけなく 

by all means ぜひとも 
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by any chance 万一 

by any means なんとかして 

by degree 次第に､だんだんに 

by far はるかに 

by means of によって 

by no means 決して～ない 

by some means or other どうにかこうにか 

by myself 一人で､独力で 

by turns かわるがわる､交替で 

by virtue of によって､の力で 

by way of を経由して 

 

every 

in every respect どの点から見ても､どう見ても   

in every sense あらゆる意味で 

every other 一つおきの､他の全ての   

every time たびごとに 

 

ever 

as～as ever 相変わらず～ 

for ever 永久に 

hardly ever～ ほとんど～しない､めったに～しない 

if ever たとえあるにしても 

ever after その後ずっと 

ever since 以来ずっと 

 

for 

for one's sake (人)のために､(人)に免じて 

for short 略して 

for oneself 独力で､自分で､自分のために 

for my part 私には､私としては 

for the benefit of の(利益)ために 

for the purpose of の(目的)ために 

for the sake of の(理由)ために 

for the most part たいがい､たいてい､多くは 

for the time being さしあたり､今のところ(文頭) 

for the present 当分､ここしばらく  

for the moment 今は  

for the first time 初めて  
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for once 一度だけ 

for ever 永久に  

for a time 一時 

for a while しばらくの間 

for a moment ちょっとの間 

 

from 

from bad to worse ますます悪化して 

from now on 今からのち 

form time to time ときどき 

from day to day 来日も来る日も 

from of old 昔から 

 

in 

in such a hurry 急いで 

In all probability 九分どおり 

in any case どんな場合でも 

in charge of を受け持ちの 

in common with と共通に 

in comparison with と比較して 

in company with と一緒に  

in connection with と関連して 

in consequence of の結果 

in detail 詳細に 

in favour of に賛成して 

in general 一般に､概して 

in particular とくに 

in place of の代わりに 

in question 問題の 

in respect of の点で 

in search of  を求めて 

in the long run ついに(長い目で見て) 

in time 間に合って 

in turn 順番に 

in view of から見て 

in the first place まず第一に 

in the way じゃまになって 

in the end ついに  

in some degree ある程度､いくぶん 
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in short 要するに 

in person まさにその人を   

in honour of をたたえて 

 

little 

little by little 少しずつ､しだいしだいに  

little or nothing あるかなきかの   

but little ほとんどない､まずない  

 

like 

feel like ～ing したい気がする 

if you like お望みならば 

as you like お好きなように 

 

many 

a good many かなり多くの､かなり多く   

a great many 非常に多くの､非常に多く 

so many そんなに多くの   

the many 大多数の人々 

 

much 

make much of を重んじる 

as much それだけ 

 

most 

at (the) most せいぜい、多く見積もっても 

for the most part 主として、たいてい 

make the most of を十分に利用する､を十分に重んじる 

 

no 

no longer もはや～しない   

no more もう～でない、もう～しない 

no better than も同然   

no more than・・しか  

 

none 

none the less にもかかわらず   

second to none 誰にも・何者にも劣らない 
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once 

all at once 突然に､全てに   

at once 直ちに､同時に  

for this once 今度だけ(は)   

for once 一度だけ 

once again, once more もう一度   

once and again 何度も､繰り返して 

once for all きっぱりと  

once in a while たまに   

once upon a time 昔々 

 

other 

in other words 確言すれば  

on the other hand また一方では 

the one～、the other 前者は～後者は  

the other day 先日   

the other night 先の夜  

each other 互いに   

every other 一つおきの 

 


