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☒  Saturday [サぁタデイ]

名 土曜日【略語は Sat.】

☒  glad [グラぁッド] (⇔ sad)

形 うれしい、喜んで【名詞の前には使わない】

≪be glad to ~ で≫ ～してうれしい

※ 未来の文では「喜んで～する」の意味。

[比較変化] glad - gladder - gladdest

☒  sad [サぁッド] (⇔ glad)

形 悲しい、悲しそうな

[比較変化] sad - sadder - saddest

☒  hear [ヒア]

動 ～が聞こえる、～を聞く

同音語：here (ここに、ここで)

活用 ： heard [ハ～ド]

– heard – hearing

３単現形：hears [ヒアズ]
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I hear (that) ~
= They say (that) ~

『～だそうです』

hear about ~

『～について聞く』

hear from ~

『～から便り[連絡]がある』

⇔ write (a letter) to ~
→【No. 374 … write】

hear of ~ 『～を耳にする、

うわさを聞く』

It was a sad song. 『それは悲しい歌でした。』

You look sad. 『あなたは悲しそうに見えます。』

I was sad to hear the news.
『私はその知らせを聞いて悲しかった。』

= The news made me sad.『その知らせは私を悲しませた。』

※ 上の２つの文は、ほぼ同意なので書き換えができる。

make の用法については →【単語帳 No. 172】

※ glad とhappy はほぼ同意だが、

glad は名詞の前には使わない。

happy は名詞の前にも使える。

→【単語帳 No. 163 … happy】

I’m glad to meet [see] you.

『私はあなたに会えてうれしいです。/

私はあなたにお目にかかれてうれしいです。』

※ 初対面の人に使う表現。Glad to meet [see] you. とも言う。

I’m glad to hear that. 『私はそれを聞いてうれしい。』

We are glad (that) you came here.

『私たちはあなたがここに来てくれてうれしいです。』

I will be glad to help you.

『私は喜んであなたのお手伝いをします。』

See you next Saturday. 『今度の土曜日に会いましょう。』

Emi cooks dinner on Saturdays [every Saturday].

『エミは毎週土曜日に夕食を料理します。』

The girls went to the park on Saturday morning.

『その女の子たちは土曜日の朝にその公園に行きました。』

Ken wrote a letter to Meg last Saturday.

『ケンは先週の土曜日にメグに(１通の)手紙を書きました。』

発音

注意

hear … 自然と聞こえる。/ listen … 意識的に聞こうとする。→【No. 284】

Can you hear me ? 『(私の言うことが)聞こえますか？』

I heard the news yesterday. 『私は昨日その知らせを聞きました。』

We were happy to hear the news.
『私たちはその知らせを聞いてうれしかった。』

= The news made us happy. →【No. 172 … make】

『その知らせは私たちをうれしくさせました。』

I hear (that) Emi is sick in bed. 『エミは病気で寝ているそうです。』

Did you hear about Ken ? 『ケン(のこと)について聞きましたか？』

I heard from him yesterday. 『私は昨日彼から連絡がありました。』

= He wrote (a letter) to me yesterday.
『トムは昨日私に手紙を書きました。』

I haven’t heard of Mr. Kato. ≪現在完了形≫

『私は加藤さんのことは聞いたことがありません。』

曜日名の最初の文字は必ず大文字で書く。

『～曜日に』→ on ~day

『毎週～曜日に』

→ on ~days / every ~day

※ every の後ろには単数形を使う。

→【単語帳 No. 238… Sunday】参照。

glad (うれしい) ⇔ sad (悲しい)

発音注意

活用
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活用

注意
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