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☒  rise [らイズ]

動 昇る (⇔ set)、上がる (⇔ fall)

活用 ： rose [ろウズ]

– risen [りズン] – rising

※ 過去形 … rose (バラ) の同音語

３単現形：rises [らイズィズ]

☒  set [セット]

動 ～を定める、置く、準備する

(太陽･月が)沈む (⇔ rise)

名 一組、セット

活用 ： set [セット]

– set – setting

３単現形：sets [セッツ]

☒  yen [イェン]

名 円（記号は￥）【日本の貨幣単位】

☒  dollar [ダラァ]

名 ドル (記号は＄) ※ １ドルは 100 セント

【アメリカ･カナダ･オーストラリアなどの貨幣単位】

☒  shy [シャイ]

形 恥ずかしがりやの、内気な

☒  lonely [ロウンリィ]

形 さびしい、孤独な、ひとりぼっちの
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a tea set 『紅茶の茶器セット』

The sun rises in the east. 『太陽は東から昇る。』

※ 日本語訳は ｢～から｣ だが、from ではなく in を使う。

The temperature [テンペラチャ] rose to 35 degrees.
『気温が３５度まで上がりました。』

※ degree(s) [ディグりー(ズ)] ｢(温度･角度などの)度、程度｣

The prices are rising. 『物価が上がっています。』

→【単語帳 No. 1016 … price】

Tom set the table for dinner.
『トムは夕食のために食卓の準備をしました。』

Meg set the alarm [アラーム] clock for seven o’clock.
『メグは目覚まし時計を７時に鳴るようにセットしました。』

※ 上の２文はどちらも、主語が３人称･単数形だが、動詞の語尾に

３単現の s がついていないので、どちらの set も過去形である。

The sun sets in the west. 『太陽は西に沈む。』

※ 日本語訳では ｢～に｣ だが、to ではなく in を使う。

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

seven dollars (and) fifty cents 『７ドル５０セント』

※ ＄7.50 とも書く。→【単語帳 No. 852… cent】

※ 単複同形なので、複数形でも s をつけない。

… Japanese, fish, sheep なども同様。
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This bag is two thousand [2,000] yen.

『このバッグは２,０００円です。』

That’s three hundred (and) sixty [360] yen, please.

『３６０円になります。』【会計時、レジで】

※ 値段は数字であらわすこともできる。

The pen is two [2] dollars.

『そのペンは２ドルです。』

I paid three [3] dollars for the notebook.

『私はそのノートに３ドル支払いました。』

※ yen とは異なり、複数形の s がつく。

※【単語帳 No. 598…pay】も参照のこと。

a lonely village 『人里はなれた村』

a lonely island [アイランド] 『孤島』

→【単語帳 No. 944… island】

I feel very lonely. 『私はとてもさびしく感じます。』

She has been lonely since her husband died.
≪現在完了形≫

『彼女は(彼女の)夫が死んでからずっと孤独です。』

※ been は be の過去分詞 →【単語帳 No. 180 … be】
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Tom is a shy boy. 『トムは内気な少年です。』

Don’t be shy. 『恥ずかしがらないで。』

※ sunrise [サンらイズ] ｢日の出｣ ⇔ sunset [サンセット] ｢日没｣

… 上記はどちらも 名詞 。【単語帳 No. 672 … sun】も参照のこと。
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