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☒  December [ディセンバァ]

名 １２月【略語は Dec.】

☒  think [すィンク]

動 ～と思う、考える

活用 ： thought [そート]

– thought – thinking

３単現形：thinks [すィンクス]

☒  light [ライト]

名 明かり、光、(交通)信号

形 明るい、色が薄い (⇔ dark)

軽い (⇔ heavy)

[比較変化] light - lighter - lightest

☒  ready [れディ]

形 用意ができた、準備ができた
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be ready for ~

『～の用意[準備]ができている』

be ready to ~

『～する用意[準備]ができている』

※ 『よろこんで～する』の意味もある。

get [make] ready 『用意[準備]する』

He was born in December. 『彼は１２月に生まれました。』

She was born on December 12.
『彼女は１２月１２日に生まれました。』

※ 12 (twelfth) … [トゥウェルふす]

We have Christmas in December.
『１２月にはクリスマスがあります。』

December is the twelfth month of the year.
『１２月は年の１２番目の月です。』

think about ~ 『～について考える』

think of ~
『～のことを考える、～を思いつく』

※ think about ~ とほぼ同意でも使われる。

aboutを使うと、より詳しく考えるイメージ。

I think so. 『私はそう思います。』

I think so , too . = I also think so . 『私もそう思います。』

I don’t think so. 『私はそうは思いません。』

I think (that) he is kind. 『私は彼が親切だと思います。』

Emi thought (that) it was an easy question.

『エミはそれがかんたんな質問だと思いました。』

※ 接続詞 that の前の動詞が過去形になると、that の

後ろの文の動詞も過去形になる。≪時制の一致≫

What do you think about [of] our teacher ?
『私たちの先生についてどう思いますか？。』

What do you think of [about] Meg ?
『メグのことをどう思いますか？』

※ 上の２文は｢どう｣と訳すが、How を使わないことに注意！

a (traffic) light 『交通信号』

※ traffic ｢交通の｣ →【単語帳 No. 661】

a light room 『明るい部屋』

light blue 『薄い青色、ライトブルー』

a light meal 『軽い食事』→【No. 1033】

Turn off the light, please. 『(その)明かりを消してください。』

Stop at the red light. 『赤信号では止まりなさい。』

Turn right at the next (traffic) light .

『次の(交通)信号で右に曲がりなさい。』

It’s getting light outside. 『外が明るくなってきました。』

I like light colors. 『私は明るい[薄い]色が好きです。』

※ 対義語：dark【単語帳 No. 449】も参照のこと。

This bag is very light. 『このバッグはとても軽いです。』

Are you ready (to go) ? 『(出かける)用意[準備]はいいですか？』

Dinner is ready. 『夕食の準備ができました。』

I am ready for the test.
『私はそのテストの準備ができています。』

Meg is always ready to help old people.

『メグはいつもよろこんでお年寄りの手伝いをします。』

Ready, steady [set], go ! 『位置について、用意、ドン』
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※ steady [ステディ] … ｢安定した、一定した｣ 形容詞

『～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。

☆ 月名のときは in、特定の日には on

☆ thought には｢思考、思想｣の意味の 名詞 もある。
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