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☒  future [ふューチャ]

名 未来、将来 (⇔ past ｢過去｣、present ｢現在｣)

形 未来の、将来の

☒  moment [モウメント]

名 瞬間、ちょっとの間

(= minute, second にも同意表現がある)

☒  throw [すろウ]

動 (～を)投げる

名 投げること

活用 ： threw [するー]

– thrown [すろウン] – throwing

３単現形：throws [すろウズ]

☒  become [ビカム]

動 ～になる (= be)

活用 ： became [ビケイム]

– become – becoming

３単現形：becomes [ビカムズ]

☒  twice [トゥワイス]

副 二度、２回、２倍
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I want to be an artist in the future.

『私は将来芸術家[画家]になりたい。』

Emi is saving money for the future.
『エミは将来のためにお金を貯めています。』

in the future 『将来は、未来に、これからは』

(⇔ in the past【No. 728】、at present【No. 754】)

a future doctor 『将来の医者、医者の卵』

Tom’s future wife 『トムの未来の奥さん』

Meg is Tom’s future wife.

『メグはトムの未来の奥さんです。』

過去 現在 未来

past present future

Ben became a doctor. 『ベンは医者になりました。』

I want to become [be] a teacher. 『私は先生になりたい。』

※ 将来 ｢～になりたい｣ というときには be を使うことが多い。

→【単語帳 No. 180 … be】

Meg became sick [famous]. 『メグは病気に[有名に]なりました。』

become [get] sick 『病気になる』 ※ become は get よりも硬い表現。→【単語帳 No. 147 … get】

I threw a ball to him. 『私は彼にボールを投げた。』

I threw a ball at him. 『私は彼にボールを投げつけた。』

※ to は相手が受け取れるように、at はめがけての意味。

She threw away the empty can.

『彼女は空き缶を投げ捨てた。』

※ empty [エンプティ] ｢からの｣【No. 986】(⇔ full)

can [キぁン] ｢缶、缶詰、～できる｣ →【No. 581】

throw away 『(物を)投げ捨てる』 ☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

twice a week [month / year]
『週[月 /年]に２回』

twice as ~ as …『…の２倍の～』

in a moment 『すぐに』

at the moment 『今のところ』

Emi goes shopping twice a week.
『エミは週に２回買い物に行きます。』

Yesterday I met Ken twice.
『私は昨日ケンに２度会いました。』

Meg has been to Kobe twice.
『メグは２回神戸に行ったことがあります。』

※ have [has] been to ~ ｢～へ行ったことがある｣

This train is twice as long as that one (= train).
『この電車はあれ[あの電車]の２倍の長さです。』

※ once ｢一度、１回｣ →【単語帳 No. 497】

half ｢半分｣ →【単語帳 No. 751】

三度 [３回 /３倍] 以上は three times,

four times, five times, … とあらわす。

Just a moment [minute/second]. 『ちょっと待って。』

= Wait a moment [minute/second].

※ 最近は moment よりも minute を使う表現のほうが好まれる。

→【No. 329 … minute】【No. 336 … second】
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発音注意

※ 過去形は through (～を通って) の同音語 →【No. 634】

アクセント注意

発音注意

発音注意
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