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☒  first [ふァ～スト]

名 最初、初め (⇔ last)、第１日、１番目

形 第１の、１番目の (⇔ last)

副 第１に、最初に (⇔ last)

☒  last [ラぁスト]

形 最後の、最終の (⇔ first)

この前の、昨…、先･･･、去…

(⇔ next)

副 最後に (⇔ first)

名 最後、≪at last で≫ ついに

動 続く

活用 ： lasted [ラぁスティド]

– lasted – lasting

３単現形：lasts [ラぁスツ]

８５ページ
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Don’t miss the last train. 『最終電車に乗り遅れるな。』

Where did you go last Sunday ?

『あなたは先週の[この前の]日曜日どこへ行きましたか？』

Emi went to America last year.

『エミは去年アメリカに行きました。』

Tom watched the baseball game on TV last night.

『トムは昨夜テレビでその野球の試合を見ました。』

Safety [セイふティ] first . 『安全第一』【掲示】

I was born on May 1. 『私は５月１日に生まれました。』

※ on the first of May とも言う。

At first I thought (that) he was (an) American.

『最初私は彼がアメリカ人だと思いました。』

We have to [must] get on the first train.

『私たちは始発電車に乗らなければならない。』

This is my first visit to America.

『私がアメリカを訪れるのはこれが初めてです。』

January is the first month of the year.

『１月は年の最初[１番目]の月です。』

I saw a panda for the first time.

『私は初めてパンダを見ました。』

The boy is in the first grade.『その少年は小学１年生です。』

He won [got] (the) first prize. 『彼は１等賞をとりました。』

※ ｢昨夜｣は last night と言うが、｢昨晩、昨日の夕方｣は last evening よりも

yesterday evening のほうがふつう。また、｢昨日の朝｣ と ｢昨日の午後｣は

yesterday morning , yesterday afternoon と言い、last は使わない。

※ last は｢今からいちばん近い過去の｣の意味で使う。例えば、last Monday は

金曜日から見れば今週の月曜日を指し、月曜日から見れば先週の月曜日を指す。

明確に『先週の月曜日』と言うときには on Monday last week と言う。

at first 『最初は、始めは』

(⇔ at last, finally →【No. 742】)

on May 1 『５月１日に』

※ １は (the) first と読む。

※ on May 1st と書くこともある。

the first train 『始発電車』

for the first time 『初めて』

the first grade 『小学１年生』

→【単語帳 No. 836 … grade】

win [get] (the) first prize
『１等賞をとる』

→【単語帳 No. 1046 … prize】

first of all 『まず第一に』

come in first 『１着になる、優勝する』

☆ 日本語で「ラスト」と聞くと、『最後(の)』のイメージが強いが、

英語では『この前の』の意味でもよく使われる。

the last train 『最終電車』

last Sunday

『この前の[先週の]日曜日』

last summer

『この前の[去年の]夏』

last week 『先週』

last month 『先月』

last year 『去年』

last night 『昨夜』

at last 『ついに、やっと』

(= finally →【単語帳 No. 742】)

(⇔ at first ｢最初は、初めは｣)

last … ある一定期間続くイメージ。時間の長さを強調する。

continue … 絶え間なく続くイメージ。プロセスを強調する。

→【単語帳 No. 792】

I finished (doing) the work at last [finally].

『私はついにその仕事を終えました。』

When did you see Meg last ?

『あなたは最後にいつメグに会いましたか？』

The party lasted till nine thirty.

『そのパーティーは９時半まで続きました。』
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