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☒  tell [テル]

動 ～を言う、話す

教える

活用 ： told [トウルド]

– told – telling

３単現形：tells [テルズ]

☒  April [エイプりル]

名 ４月【略語は Apr.】

☒  sick [スィック]

形 病気の、病気で (= ill) (⇔ well)

気分が悪い、吐き気がする

→【単語帳 No. 984 … ill】

派生語：sickness [スィックネス] ｢病気｣

☒  forty [ふォーティ] ※ スペリングに注意！

名 ４０

形 ４０の

１０２ページ
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382

383

384

☆ ４は four、１４は fourteen と書くが、

４０には u を使わないことに注意！

tell … ｢(内容を)話し伝える、告げる、知らせる、教える｣

say … ｢(ある言葉、考えなどを口に出して)言う｣ →【No. 361】

speak … ｢話しかける、(言語を)話す、演説する｣ →【No. 351】

talk … ｢話し合う、おしゃべりする｣→【No. 271】

Please tell me about your family.
『あなたの家族について私に教えて下さい。』

Will you tell me the way to the post office ?
『郵便局への道を私に教えてくれませんか？』

tell〔人〕〔物〕= tell〔物〕to〔人〕『〔人〕に〔物〕を言う[話す /教える]』

Tom told me the story. = Tom told the story to me.

『トムは私にその物語を話しました。』

tell〔人〕to ~ 『〔人〕に～するように言う』

My mother always tells me to study harder.

『私の母はいつも私にもっと熱心に勉強するように言います。』

※ harder ｢もっと熱心に、より熱心に｣ … hard の比較級。

tell … 知っている情報を教える。

１回だけ教えるイメージ。

teach … 学問や技術を教える。

繰り返し教えるイメージ。

※ 家族・学校についての情報や、

道案内のときには tell を使う。

ただし、一緒に行って道案内

をするときは show を使う。

He is sick in bed. 『彼は病気で寝ています。』

I feel sick. 『私は吐き気がします。』

Ken has been sick for a [one] week. ≪現在完了形≫

『ケンは１週間 (ずっと)病気です。』

She took care of her sick child.

『彼女は(彼女の)病気の子供の世話[看病]をしました。』

※ take care of ~ ｢～の世話をする｣ →【No. 140… take】

be sick in bed 『病気で寝ている』

be sick of ~ 『～にうんざりして』

Meg was born in April . 『メグは４月に生まれました。』

He was born on April 7. 『彼は４月７日に生まれました。』

※ 7 は [セヴンす] と読む。

School begins in April in Japan.
『日本では４月に学校が始まります。』

April is the fourth month of the year.
『４月は年の４番目の月です。』

☆ April fool [ふ－ル] ｢４月ばか (４月１日にだまされた人)｣

April Fool’s [Fools’] Day ｢エイプリルフール｣

He is forty (years old). 『彼は４０歳です。』

There are forty students in our class.

『私たちのクラスには生徒が４０人います。』

This pencil is forty yen. 『このエンピツは４０円です。』

→【単語帳 No. 547 … yen】

It’s eight forty now. 『今８時４０分です。』

『～月に』→ in ~

『～月…日に』→ on ~ …

※ 日にち(…)の部分はふつう数字で書き、

序数(ファースト、セカンド、…) で読む。

☆ 前置詞の違いに注意！

月名のときは in、特定の日には on。

to tell the truth
『本当のことを言うと、実は』

→【単語帳 No. 1027 … truth】

※ fortieth [——エす]『４０番目(の)』

発音注意
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