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☒  something [サムすィング]

代 【ふつう肯定文で】何かあるもの[こと]

☒  ride [らイド]

動 (自転車･馬などに)乗る

名 乗ること

活用 ： rode [ろウド] ※ road (道) と同音語

– ridden [りドゥン] – riding

３単現形：rides [らイヅ]

☒  afternoon [あふタヌーン]

名 午後【正午から日没･夕暮れごろまで】
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There is something in this box.

『この箱の中に何か入っています。』

I want something (cold) to drink.

『私は何か (冷たい)飲み物が欲しい。』

= I want to drink something (cold).

『私は何か (冷たいものを)飲みたい。』

※ 上の文とほぼ同意。

I have something to tell you. ※ 不定詞の形容詞用法

『私はあなたに話すことがあります。』

There is something wrong with this computer.

『このコンピューターはどこか調子が悪い[故障している]。』

→【単語帳 No. 711 … wrong】

Do you want something (hot) to eat ?

『あなたは何か (温かい)食べ物がほしいですか？』

something (cold) to drink

(→『飲むための (冷たい)何か』)

→『何か (冷たい) 飲み物』と訳す。

※ 不定詞の形容詞用法

something good 『何か良いもの[こと]』

※ 形容詞は something のうしろに使う。

☆ 相手に肯定の返事を期待するときには

疑問文でも something を使う。

Let’s ride on a bus. 『バスに乗りましょう。』

Ken rides a horse well. 『ケンは上手に馬に乗ります。』

→【単語帳 No. 971 … horse】

Emi rode her bike to the station.

『エミはその駅まで(彼女の)自転車に乗りました。』

Can you give me a ride (to the station) ?

『(駅まで)私を乗せていってもらえますか？』

It’s a fifteen-minute train ride to Tokyo.

『東京までは電車で１５分です。』

※ fifteen-minute で単語１語。複数形の s が不要。

ride … 自転車･オートバイ･馬などに (またいで)

乗るときに使う。

乗客としてバスなどに乗るときにも使う。

drive … 車･タクシー･馬車など、座席に腰をかけて

運転するときに使う。→【単語帳 No. 228】

ride (on) a bike 『自転車に乗る』

※ ride on ~ という表現もある。(下記の説明を参照)

ride (in) a car [taxi] 『車[タクシー]に乗る』

※ ride in ~ という表現もある。(下記の説明を参照)

ride (on) a bus [train /plane]

『バス[電車 /飛行機]に乗る』

※ 大型の乗り物に乗るときは on を使うのがふつう。

☆ ride の後ろに in や onを使ったときは、

乗せてもらっているという感じになる。

We have two classes in the afternoon.

『私たちは午後に授業が２つあります。』

I met Emi at three (o’clock) in the afternoon.

『私は午後３時にエミに会いました。』

Tom will go to the library on Sunday afternoon.

『トムは日曜日の午後にその図書館へ行く予定です。』

☆ ｢ある特定の日の午後｣には、前置詞 on を使う。

It was very cold yesterday afternoon.

『昨日の午後はとても寒かった。』

※ this , tomorrow , yesterday などが afternoon に

つくときには、前置詞 (in , on など)は必要ない。

Good afternoon. 『こんにちは。』

※ 午後に使うあいさつ。

Hi. / Hello. は１日中使える『こんにちは。』

in the afternoon 『午後に』

on the afternoon of May 5
『５月５日の午後に』

on Sunday afternoon 『日曜日の午後に』

※ 特定の日には前置詞 on を使う。

this afternoon 『今日の午後(に)』

比較 疑問文･否定文では anything を使う。

→【単語帳 No. 628】
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