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☒  say [セイ]

動 言う、述べる

～と書いてある

活用 ： said [セッド]

– said – saying

３単現形：says [セズ]

☒  fine [ふァイン]

形 元気な、健康な (= well)

天気が良い、晴れた (= sunny, fair)

すてきな、申し分のない

立派な

[比較変化] fine - finer - finest

☒ read [りード]

動 (～を)読む、読書する

活用 ： read [れッド]

– read [れッド] – reading

※ 過去形･過去分詞形の同音語：red (赤)

３単現形：reads [りーヅ]

☒  February [ふェブるエり]

名 ２月【略語は Feb.】
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say to ~ 『～に言う』

say hello to ~

『～によろしくと言う』

say to oneself
『心の中で考える、思う』

→【No. 774 … yourself】

☆ tell, teach, speak, talk とのちがい →【単語帳 No. 381 … tell】

発音

注意

Say that [it] again, please. 『それをもう一度言ってください。』

How do you say “oshogatsu ” in English ?

『英語で ｢お正月｣ を何と言いますか？』

☆ ≪同意表現≫ What do you call ~ in English ? →【No. 247… call】

He said, “I’m busy.” 『彼は ｢私(=彼)は忙しい｣ と言いました。』

= He said (that) he was busy. → かんたん英文法【時制の一致】

“What’s this ?” said Mike. 『マイクは ｢これは何？｣ と言いました。』

= Mike said, “What’s this ?” … 会話文は ≪時制の一致≫ を受けない。

※ 上の文では主語と動詞に倒置が起こっている。

This letter says (that) she is fine.
『この手紙に彼女は元気だと書いてあります。』

How are you ? 『元気ですか？』

→ I’m fine, thank you. 『私は元気です、ありがとう。』

It’s fine [sunny] today. 『今日は天気が良い。』

Let’s go to the park. 『(その)公園に行きましょう。』

→ That’s fine. 『いいですね。』

Look at that fine building. 『あの立派な建物を見て。』

read a book / read books

『本を読む』

read music 『楽譜を読む』

→【単語帳 No. 178 … music】

Emi was born in February. 『エミは２月に生まれました。』

I was born on February 2. 『私は２月２日に生まれました。』

※ 2 は [セカンド] と読む。→【単語帳 No. 336 … second】

We have a lot of [much] snow in February.

= It snows much [a lot] in February.

『２月には雪がたくさん降ります。』

February is the second [shortest] month of the year.

『２月は年の２番目の[いちばん短い]月です。』

発音

注意

I’m reading a book [newspaper] now.
『私は今 本[新聞]を読んでいます。』

Emi likes to read [reading]. 『エミは読書が好きです。』

He read the book. 『彼はその本を読みました。』

※ 主語が３人称･単数形のときは、３単現の s がつくかどうかで

時制を判断することができる。上の文では、主語が He なのに

３単現の s がついていないことから過去形。[れッド]と読む。

I have no time to read. 『私は読書をする時間がありません。』

※ to read は不定詞の形容詞用法 … ｢～するための｣と訳す。

Please read me the letter. 『私にその手紙を読んでください。』

= Please read the letter to me.
※ 上は第４文型、下は第３文型の文。

『～月に』→ in ~

『～月…日に』→ on ~ …

※ 日にち(…)の部分はふつう数字で書き、

序数 (ファースト、セカンド、…) の

読み方をする。

☆ 前置詞の違いに注意！

… 月名のときは in、特定の日には on

活用

注意
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活用

注意
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