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☒  yellow [イェロウ]

名 黄色

(卵の)黄身[卵黄] (⇔ white ｢(卵の)白身｣ )

形 黄色の、黄色人種の

☒  green [グりーン]

名 緑色、(信号の)青

形 緑色の、(信号が)青色の

☒  fish [ふィッシ]

名 魚【単複同形…複数形でも s がつかない】

※ ただし、特に種類を強調するときには

fishes を使うことがある。

動 魚つりをする

活用 ： fished [ふィッシト]

– fished – fishing

３単現形：fishes [ふィッシィズ]

☒  train [トゥれイン]

名 列車、電車
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Yellow is my favorite color.
『黄色は私の大好きな色です。』

That boy in yellow is Ken.
『黄色の服を着ているあの少年はケンです。』

a yellow light 『黄色信号』

※ yellow の語頭の音は、純粋な母音ではなく y の

音を含む半母音なので、不定冠詞は an ではなく

a を使い、定冠詞 the はそのまま [ザ] と読む。

the yellow race [れイス] 『黄色人種』

I like fish better than meat. 『私は肉よりも魚が好きです。』

Ken caught a lot of [many] fish. ※ この fish は複数形

『ケンはたくさんの魚を捕まえました。』

I know the names of these fishes.

『私はこれらの魚の名前を知っています。』

I like fishing [to fish]. 『私は魚つりが好きです。』

Let’s go fishing. 『つりに行きましょう。』

He went fishing in the river. 『彼はその川へつりに行きました。』

※ この場合、前置詞が to ではなく in を使うことに注意！

魚つりをするのは｢川へ｣ではなく｢川の中｣と考えるとわかりやすい。

= He went to the river to fish. ※ to fish は不定詞の副詞用法

『彼はつりをするためにその川へ行きました。』

My bike is yellow. 『私の自転車は黄色です。』

The leaves of the trees turned yellow.

『その木々の葉は黄色に変わりました[紅葉しました]。』

※ leaves は leaf (葉) の複数形 →【単語帳 No. 950】

a fish 『１匹の魚』

ten fish 『１０匹の魚』

go fishing 『魚つりに行く』

a green light 『青信号』

※ blue ではなくgreen を使う。

green tea 『緑茶』

I like green (the) best. 『私は緑色がいちばん好きです。』

The light changed to green. 『(その)信号が青に変わりました。』

※ blue【単語帳 No. 67】も参照のこと。

I want to drink green tea. 『私は緑茶が飲みたい。』

Emi bought a green dress. 『エミは緑色のドレスを買いました。』

Emi goes to school by train.
『エミは電車で学校に行きます[電車通学です]。』

Is this the train for Kyoto ? 『これは京都行きの列車ですか？』

We got on [off] the train at Kobe.

『私たちは神戸でその電車に乗りました[を降りました]。』

I caught the first train. 『私は始発電車に間に合いました。』

Hurry up, or you’ll miss the last train.

『急ぎなさい。そうしないと最終電車に乗り遅れますよ。』

Change trains at Nagoya. 『名古屋で電車を乗り換えなさい。』

by train 『列車で、電車で』

※ この用法では冠詞 (a, the)を使わない。

catch the first train
『始発電車に間に合う』

miss the last train
『最終電車に乗り遅れる[をのがす]』

change trains 『電車を乗り換える』

meet ~ on the train
『～に電車(の中)で会う』

☆ train には｢～を訓練する、しつける｣という意味の 動詞 もある。その名詞形が training ｢訓練、トレーニング｣

574

573

572

571
発音注意
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☒  dress [ドゥれス]

名 ドレス、(ワンピースの)婦人服

服装、正装【←この意味では a をつけず、複数形にもしない】

☒  wear [ウェア]

動 ～を着ている、身につけている

活用 ： wore [ウォーア]

– worn [ウォーン] – wearing

３単現形：wears [ウェアズ]

☒  bath [バぁす] ※ 複数形は baths [バぁずズ]

名 入浴、水浴び、ふろ場、浴室 (= bathroom【No. 762】)

浴そう (= bathtub [バスタブ])

☒  wall [ウォール]

名 壁、塀(へい)

☒  example [イグザぁンプル]

名 例、実例

見本、手本

☒  pleasure [プレジャ]

名 喜び、満足、楽しみ
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575

576

577

578

take a bath 『風呂に入る』→【単語帳 No. 140 … take】

on the wall 『壁に』/ on the ceiling 『天井に』

… on は表面に接していることをあらわす前置詞。

必ずしも視覚的に｢～の上｣とは限らない。

→【No. 55 … on】、【No. 909 … ceiling】

I bought a white dress.

『私は白いドレスを買いました。』

Emi has a lot of dresses.

『エミはたくさんのドレスを持っています。』

※ dress には｢～に服を着せる、服を着る｣の

意味の動詞もある。

例 dress up 『着かざる、正装する』

try on a dress 『ドレスを試着する』

wear formal dress 『正装[礼装]をする』

※ wear [ウェア] ｢～を着ている｣ →【単語帳 No. 576】

※ formal [ふォーマル] ｢正式の、公式の、儀礼的な｣

Take a bath before you go to bed.

『(あなたは)寝る前に風呂に入りなさい。』

☆ ｢シャワーを浴びる｣… take a shower [シャウア]

I took a bath after dinner today.

『私は今日夕食後にお風呂に入りました。』

Look at that white wall . 『あの白い壁を見て。』

There is a picture on the wall .

『壁に１枚の絵が掛かっている。』

Tom is standing against the wall .

『トムは壁に寄りかかって立っています。』

Walls have ears. 『壁に耳あり。』【ことわざ】

I usually wear glasses. 『私はたいていメガネをかけています。』

※ 日常の習慣は現在形で表す。

He is wearing red shoes. 『彼は赤い靴を履いています。』

※ 進行形は、一時的に身に着けていることを表す。

Meg was wearing a black hat and a long coat then.

『メグはそのとき黒い帽子と長いコートを身に着けていました。』

※ coat [コウト] ｢コート、上着｣ →【単語帳 No. 930】

※ 衣服･帽子以外にも、ネクタイ(tie [タイ])･靴･髪･アクセサリー

ひげ (beard [ビアド] ｢あごひげ｣、mustache [マスタぁシュ]

｢くちひげ｣) などを身に着けているときにも wear を使う。

wear … 身に着けている ≪状態≫ をあらわす。

put on … 身に着ける ≪動作≫ をあらわす。

→【単語帳 No. 610 … put】

579

580

This is a good example of an English letter.
『これは英語の手紙の良い手本です。』

Please give me an example. 『(私に)例を１つあげてください。』

I like sports, for example, baseball.
『私はスポーツが好きです。例えば野球。』

(It’s) my pleasure. / The pleasure is mine. 『どういたしまして。』

※ お礼を言われたときの返答として使われる。My pleasure . だけでも可。

You’re welcome. とほぼ同意表現。

→【単語帳 No. 225 … welcome】

for example 『例えば』

with pleasure『喜んで』/ for pleasure『遊びのために、楽しみで』
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