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☒  August [オーガスト]

名 ８月【略語は Aug.】

☒  later [レイタァ] ※ late の比較級形 →【単語帳 No. 197 … late】

副 あとで、もっと遅く、より遅く

形 もっと遅い、より遅い

☒ eighty [エイティ]

名 ８０

形 ８０の

☒  try [トらイ]

動 (～を)試みる、努力する

名 試み

活用 ： tried [トらイド]

– tried – trying

３単現形：tries [トらイズ]
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a few days later 『２、３日後』

a few years later 『２、３年後』

a later train 『あとから来る電車』

It is hot in August. 『８月は暑い。』

He was born in August. 『彼は８月に生まれました。』

She was born on August 25.

『彼女は８月２５日に生まれました。』

※ 25 (twenty-fifth) … [トゥウェンティ ふィふす]

Ken went to America last August.

『ケンはこの前の[去年の]８月にアメリカへ行きました。』

August is the eighth month of the year.

『８月は年の８番目の月です。』

He is around eighty. 『彼は８０歳ぐらいです。』

※ この eighty は名詞。eighty だけでも「８０歳」の意味がある。

My grandmother will be eighty (years old) next week.

『私の祖母は来週８０歳になります。』

That notebook is eighty yen. 『あのノートは８０円です。』

There are about eighty girls in our school.

『私たちの学校には女子が約８０人います。』

See you later. 『あとで会いましょう。』

I’ll call you later. 『私はあとであなたに電話します。』

This morning (,) I got up later than yesterday.
『今朝(、)私は昨日より遅く起きました。』

It’ll be sunny, later cloudy. 『晴れのちくもりでしょう。』

We are going to see Ken a few days later.

『私たちは２、３日後にケンに会うつもりです。』

☆ 形容詞 の用法の例文は省略します。

try to ~ 『～しようと(努力)する』

※ この意味では try の後ろには

不定詞 (to ~) を使う。

動名詞 (~ing) を使ったときは

以下(↓)の意味になる。

try ~ing 『試しに～してみる』

try on ~ , try ~ on 『～を試着する』

※ ~の部分が 代名詞 のときは

try と on のあいだに入る。

I’ll try it. 『私はそれをやってみます。』

Why don’t you try ? 『やってみたらどうですか？』

He tried to open the window.
『彼はその窓を開けようとしました。』

I tried eating the food.
『私は試しにその食べ物を食べてみた。』

May I try this on ? 『これを試着してもいいですか？』

※ 代名詞 は try と on のあいだに入る。try on this とは言わない！

Let’s have another try. 『もう一度やってみよう。』

Give it a try. = Have a try. 『やってごらん。』

※ try のうしろが不定詞なのか、動名詞なのかによって意味が

異なることに注意！ try to ~ のほうをまず覚えましょう。

『～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。

※ eightieth [——エす]

『８０番目(の)』

発音注意
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