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☒  lie [ライ]

動 ① うそをつく ② 横たわる、横になる

名 うそ (⇔ truth ｢真実｣ )

①の活用 ： lied [ライド]

– lied – lying [ライイング]

②の活用 ： lay [レイ]

– lain [レイン] – lying

３単現形：lies [ライズ] ※ どちらも同じ

☒  continue [コンティニュー]

動 ～を続ける、続く

活用 ： continued [コンティニュード]

– continued – continuing

３単現形：continues [コンティニューズ]

☒  carefully [ケアふリィ]

副 注意深く、念入りに、慎重に

[比較変化] carefully - more ~ - most ~

関連語：care (注意、世話) →【単語帳 No. 729】

careful (注意深い) →【単語帳 No. 460】

☒  forever [ふォれヴァ]

副 永久に、永遠に

☒  straight [ストゥれイト]

副 まっすぐに、直立して

形 まっすぐな、率直な
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tell a lie [lies] 『うそをつく』

※ liar [ライア] ｢うそつき｣ … 相手のことを強く非難する表現にもなるので、Really ? ｢本当ですか？｣や

No kidding [キディング]. ｢冗談でしょ。｣などを使うほうがふつう。

① He lied to his father. 『彼は父親にうそをついた。』

② I lay on the grass. 『私は芝生の上に横になった。』

Emi is lying on the sofa.
『エミはソファ(の上)に横になっています。』

Japan lies to the east of China.
『日本は中国の東に位置する。』

活用

注意

~ing
注意

Don’t tell a lie [lies]. 『うそをつくな。』

※ 日本語の｢うそ｣にくらべ、lie は相手を強く非難したり、

軽べつしたりするときなどに使われる語。

※ イギリス英語では for ever と書くこともある。

→【単語帳 No. 732…ever】

I will remember you forever.
『私はあなたのことをずっと覚えています。』

= I will never forget you.
『私はあなたのことを決して忘れません。』

→【単語帳 No. 663 … forget】、【No. 664 … remember】

Listen (to me) carefully.

『(私の言うことを)注意深く聞いてください。』

You should drive more carefully.

『あなたはもっと慎重に運転すべきです。』

→【単語帳 No. 601 … should】

Go straight along this street.
『この道に沿ってまっすぐ行きなさい』

I went straight home.
『私はまっすぐ家に帰りました。』

※ home は副詞なので直前に前置詞は不要。→【No. 321】

☆ 形容詞 の用法の例文は省略します。

go straight 『まっすぐ行く[進む]』

a straight line 『直線』

a straight road 『まっすぐな道』

792

794

795

793

791

To be continued.

『次号に続く[以下次号]。』

Let’s continue the game. 『そのゲームを続けましょう。』

The practice continued for three hours.
『その練習は３時間続きました。』

continue ~ing [to ~] 『～し続ける』

He continued reading [to read] the book.

『彼はその本を読み続けました。』

continue … 絶え間なく続くイメージ。過程(プロセス)を強調する。

last … ある一定期間続くイメージ。時間の長さを強調する。→【単語帳 No. 310】

発音注意

アクセント注意

アクセント注意

発音注意

☆ lay [レイ] ｢横たえる｣ という、見た目と意味が

似ている動詞があるので注意！→【No. 1113】
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☒ ourselves [アウアセルヴズ]

代 私たち自身【強調するときに使われる】

私たち自身を、私たち自身に

☒ yourselves [ユアセルヴズ]

代 あなたたち自身【強調するときに使われる】

あなたたち自身を、あなたたち自身に

☒ themselves [ぜムセルヴズ]

代 彼ら[彼女ら/それら]自身【強調するときに】

彼ら[彼女ら/それら]自身を[に]

☒  carry [キぁりィ]

動 ～を運ぶ、持ち歩く

活用 ： carried [キぁりィド]

– carried – carrying

３単現形：carries [キぁりィズ]

☒  knock [ナック]

動 (ドアを)ノックする

コツコツたたく、ぶつかる、打つ

名 ノック、たたく音

活用 ： knocked [ナックト]

– knocked – knocking

３単現形：knocks [ナックス]
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※ yourself の複数形。

語尾のスペリングのちがいに注意！

We enjoyed ourselves at the concert.
『私たちはコンサートを(私たち自身)楽しみました。』

※ この場合、ourselves を訳さないほうが自然な日本語訳になる。

We should take care of ourselves.
『私たちは自分(たち)のことは自分(たち)ですべきです。』

※ take care of ~ ｢～の世話をする、面倒を見る｣ →【No. 729】

Don’t hurt yourselves.

『(あなたたちは)けがをしないようにしなさい。』

→【単語帳 No. 735…hurt】

You must know yourselves.

『あなたたちは自分(たち)のことを知らなければならない。』

※ yourselves があるので、文頭の You は複数形だとわかる。

The men built the house by themselves.

『その男性たちは自分たちでその家を建てました。』

Emi and Meg enjoyed themselves at the party.

『エミとメグはパーティーを(彼女ら自身)楽しみました。』

※ この文では themselves を訳さないほうが自然。

Someone is knocking. 『だれかがノックしています。』

knock on [at] ~ 『～をノックする』

Knock on [at] the door before you enter my room.

『私の部屋に入る前にドアをノックしなさい。』

knock (~) against … 『(～を)…にぶつける』

He knocked his leg against the chair.

『彼は(彼の)脚をイスにぶつけました。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。
knock down (…) 『…を打ち倒す、なぐり倒す』

knock out (…) 『…をノックアウトする』【ボクシングなど】

800

796

799

798

797

Please carry my bag to that desk.
『私のバッグをあの机まで運んでください。』

carry on ~ 『～を続ける』

He carried on working. 『彼は働き続けました。』

carry out ~ 『～を実行する、果たす』

I carried out the plan. 『私はその計画を実行しました。』

※ No. 1 から No. 800 まではとくに重要な英単語です。意味･用法･例文をしっかり理解しましょう。

【No. 801 以降の語について】… まず意味を覚え、余裕があれば慣用表現･例文にも目を通しましょう。

アクセント注意

アクセント注意

アクセント注意

※ myself の複数形。

※ himself, herself, itself の複数形。

☆ 再帰代名詞については【単語帳 No. 774…yourself】(１８９ページ下部) の説明を参照のこと。

発音注意
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活用

注意


