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☒  fourteen [ふォーティーン]

名 １４

形 １４の

☒  year [イア/イヤ]

名 年、１年

…歳、年齢 (= age)

☒ bad [バぁッド]

形 悪い、有害な (⇔ good)

へたな、ひどい

[比較変化] bad ― worse ― worst

[ワ～ス] [ワ～スト]

☒ eat [イート]

動 (～を)食べる、食事をする

活用 ： ate [エイト] ※ eight(８)の同音語

– eaten [イートゥン] – eating

３単現形：eats [イーツ]

６７ページ

231

232

233

234

this year 『今年』

next year 『来年』

last year 『去年、昨年』

every year 『毎年』

※ this, nextなどがつくときは

その前に前置詞は必要ない。

Happy New Year !
『新年おめでとう！』

Tom is fourteen (years old). 『トムは１４歳です。』

I have fourteen birds. 『私は鳥を１４匹飼っています。』

There are fourteen girls in our class.
『私たちのクラスには女子が１４人います。』

That’s too bad.
『お気の毒に。それは残念です。』

Not (so) bad.
『まあまあです。(そんなに)悪くはない。』

☆ have にも｢食べる｣の意味があるが、

have は eat よりもていねいな表現。

It’s eight fourteen now. 『今８時１４分です。』

She is eleven (years old). 『彼女は１１歳です。』

※ a eleven-year-old girl『１１歳の女の子』という表現もある。

このように、ハイフンを使うときには year を複数形にしない。

Emi went to Canada three years ago.
『エミは３年前にカナダに行きました。』

I will go to Australia next year.
『私は来年オーストラリアに行くつもりです。』

There are twelve months in a year. 『１年は１２ヶ月です。』

= A year has twelve months.

He is two years younger than Meg. 『彼はメグより２歳年下です。』

Ken has lived in Osaka for five years. ≪現在完了形≫

『ケンは５年間大阪に住んでいます。』

I feel bad today. 『私は今日気分が悪いです。』

Tom heard bad news. 『トムは悪い知らせを聞きました。』

The weather was very bad yesterday.
『昨日は天気がとても悪かったです。』

I have a bad cold. 『私はひどい風邪をひいています。』

That’s too bad. 『お気の毒に。』

The weather became worse. 『天気はもっと悪くなった。』

This is the worst book (that) I have ever bought.
『これは私が今までに買った中でいちばん悪い本です。』

What do you want to eat [have] for lunch ?
『あなたは昼食に何を食べたいですか？』

→ I want to eat [have] curry [カ～り] and rice.
『私はカレーライスを食べたいです。』

Tom wants something to eat.
『トムは何か食べるものをほしがっています。』

Wash your hands before you eat dinner.
『夕食を食べる前に手を洗いなさい。』

= Eat dinner after you wash your hands.
『手を洗ったあとで夕食を食べなさい。』

※ before , after の接続詞の用法も参照のこと。

Have you ever eaten [had] tempura ?

『あなたは今までに天ぷらを食べたことがありますか？』

eat soup 『スープを飲む』

※ スプーンを使って飲むときには

drink ではなく eat を使う。

something [anything] to eat

『何か食べるもの』

※ 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。

※ fourteenth [——す]

『１４番目(の)、第１４日』
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