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☒  sixty [スィックスティ]

名 ６０

形 ６０の

☒ begin [ビギン]

動 (～を)始める (= start) (⇔ finish)

始まる (= start) (⇔ end)

活用 ： began [ビギぁン]

– begun [ビガン] – beginning

３単現形：begins [ビギンズ]

☒ start [スタート]

動 (～を)始める (= begin)

(⇔ finish)

始まる (= begin) (⇔ end)

出発する (= leave) (⇔ arrive)

名 開始、出発

活用 ： started [スターティド]

– started – starting

３単現形：starts [スターツ]

☒  June [ヂューン]

名 ６月【 略語は Jun.】
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The start of the game is at ten. 『その試合の開始は１０時です。』

You must make an early start. ※ make a start「始める、出発する」

『あなたは早く出発[←早い出発を]しなければならない。』
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He is under sixty. 『彼はまだ６０歳にはなりません。』

※ この sixty は名詞。sixty だけでも ｢６０歳｣ の意味がある。

She was born in June. 『彼女は６月に生まれました。』

He was born on June 24. 『彼は６月２４日に生まれました。』

※ 24 (twenty-fourth) … [トゥウェンティ ふォーす]

We have a lot of [much] rain in June.

= It rains a lot [much] in June.
『６月には雨がたくさん降ります。』

※ 上の rain は名詞、下の rain は動詞。→【単語帳 No. 235】

June is the sixth month of the year.
『６月は年の６番目の月です。』

Tom’s father is sixty (years old). 『トムの父は６０歳です。』

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

= There are sixty minutes in an hour.

~ing
注意

Let’s begin [start] the English class.
『英語の授業を始めましょう。』

School begins [starts] on April 10. ※ 10 は [テンす] と読む。

『学校は４月１０日に始まります。』

※ 特定の日の前には on を使う。from ではないことに注意！

The first class begins [starts] at eight thirty.

『１時間目は８時３０分に始まります。』

It began [started] raining. (= It began [started] to rain. )

『雨が降り始めました。』

begin , start は、後ろに動名詞 (~ing)、不定詞 (to ~) のどちらも使うことができる。

『～し始める』は、start ~ing ／ start to ~ ／ begin ~ing ／ begin to ~ の

４つの言い方がある。start のほうが口語的な表現とされる。

The meeting will start [begin] at ten.

『そのミーティングは１０時に始まるでしょう。』

It started [began] snowing. (= It started [began] to snow.)

『雪が降り始めました。』

Ken starts for school at seven forty every day.
『ケンは毎日７時４０分に学校へ出発します。』

Let’s start from Osaka for Tokyo.

= Let’s leave Osaka for Tokyo.

『東京へ向けて大阪を出発しましょう。』

※ sixtieth [——エす]

『６０番目(の)』

『～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、…) の

読み方をする。

☆ 前置詞の違いに注意！

月名のときは in、特定の日には on

※ beginning [ビギニング]

には、｢初め、始まり｣ の

意味の 名詞 もある。

『～を出発する』

… start は前置詞 from が必要。

leave は前置詞が不要。
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