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☒  dream [ドゥりーム]

名 夢

☒  far [ふァー] (⇔ near)

副 遠くに、遠くへ

はるかに、ずっと【比較級を強めて】(= much)

形 遠い

[比較変化] far - farther - farthest ≪距離≫

[比較変化] far - further - furthest ≪時間･程度≫

※ 内容によって比較変化が異なる。

☒  abroad [アブろード]

副 外国に、外国へ、外国で

☒  quiet [クワイエット]

形 静かな (⇔ noisy)、おだやかな

派生語：quietly (静かに) →【単語帳 No. 1094】

☒  dear [ディア]

形 親愛なる…、…様

名 かわいい人、あなた

間 おや、まあ

同音語：deer (鹿)
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have a happy [strange] dream

『楽しい[不思議な]夢を見る』

※ 日本語の｢見る｣の訳につられて

see などを使わないように注意！

dream comes [dreams come] true

『夢が実現する』

※ come true「実現する」

I had a strange dream yesterday.
『私は昨日不思議な夢を見ました。』

My dream is to become [becoming] an English teacher.

= I have a dream of becoming an English teacher.
『私の夢は英語の先生になることです。』

※ 下の英文 … of が前置詞なので、うしろには動名詞 (becoming)を使う。

前置詞のうしろに不定詞 (to become)は使えない。

His dream came true. 『彼の夢は実現しました。』

Is the library far from your school ?
『その図書館はあなたの学校から遠いですか？』

How far is it from here to the station ?
『ここから駅まではどのくらい (遠い)ですか？』

→ It’s about ten kilometers . 『約１０キロです。』

※ kilometer(s) [キラミタァ(ズ)] ｢キロメートル｣

My uncle lives far away.
『私のおじは遠くに住んでいます。』

Your bike is far [much] better than mine.
『あなたの自転車は私の(自転車)よりずっと良い。』

I want to visit a far country.
『私は遠い国を訪れたい。』

far from ~ 『～から遠い、～どころではない』

How far ~ ? 『どのくらい(遠く)～』

far away 『ずっと遠くに』

so far 『今のところ、これまでは』

as [so] far as ~ 『～のかぎりは、～まで』

I want to go abroad. 『私は外国へ行きたい。』

= I want to go to a foreign country.
※ foreign『外国の』形容詞 →【単語帳 No. 515】

She is studying abroad. ※ 前置詞を使わない！

『彼女は外国で勉強[留学]しています。』

He is a student from abroad [a foreign country].

『彼は外国からの留学生です。』

go abroad 『外国へ行く』 ※ to を使わない。

study abroad 『留学する』 ※ in を使わない。

※ abroad は副詞なので、前置詞は必要ない。

a student from abroad 『外国からの留学生』

※ この abroad は前置詞の目的語として

例外的に名詞のように使われている。

Be quiet, please. = Please be quiet.
『静かにしてください。』

The old man lived a quiet life.
『その老人はおだやかな生活をおくりました。』

Dear Mr. Brown, 『ブラウン様』 / Dear Tom, 『親愛なるトムへ』

※ Dear の後ろにフルネームは用いない。 文末にはコンマを使うことにも注意！

Listen, dear. 『聞いて、あなた。』→【単語帳 No. 284 … listen】

Oh, dear ! 『おや、まあ。』→【単語帳 No. 25 … oh】
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☆ dream には ｢夢を見る｣ の意味の 動詞 の用法もある。
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