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561
☒

pass

動

Pass me the salt, please. 『私に(その)塩を取ってください。』

[パぁス]

Ten years have passed since then. 『それ以来１０年が経った。』

～を手渡す、(時が) 経つ
(～に) 合格する (⇔ fail)
～を通る、通り過ぎる

Ken passed the exam(ination) . 『ケンはその試験に合格しました。』
→【単語帳 No. 837 … exam(ination)】

活用 ： passed [パぁスト]
※ past (～を過ぎて) と同音語

Let me pass, please. 『私を通してください。』【人ごみの中などで】
pass by (~) 『(～のそばを) 通り過ぎる、時が過ぎ去る』

– passed – passing
３単現形：passes [パぁスィズ]
562
☒

sun

[サン]

The man passed by me. 『その男性は私のそばを通り過ぎた。』

Look at the rising sun. 『朝日を見て。』

発音注意

The sun rises in the east and sets in the west.

名 ≪the をつけて≫ 太陽

『太陽は東から昇り、西に沈む。
』

≪ふつう the をつけて≫ 日光、ひなた

The earth goes [moves/turns] around the sun.

同音語：son (息子) →【単語帳 No. 346】

『地球は太陽のまわりを回る。
』

the rising sun 『朝日』 ※ rise →【No. 545】
the setting sun 『夕日』 ※ set →【No. 546】
sit in the sun 『日なたに座る』

563
☒

moon

[ムーン]

The moon rises in the east and sets in the west.
『月は東から昇り、西に沈む。
』

a full [half] moon 『満月[半月]』

The moon goes [moves/turns] around the earth.

※ 月は１つしかないので、 ふつうは
the moon となるが、月の状態に
ついて言うときには a をつける。

動

send

[センド]

～を送る
(人を) 行かせる

活用 ： sent [セント]
– sent – sending
３単現形：sends [センヅ]

☆ sunrise (日の出) ⇔ sunset (日没)
→【No. 545 ~ 546 … rise, set】の説明を参照のこと。

Look at the moon. 『月を見て。』

発音注意

名 ≪the をつけて≫ (天体の) 月

564
☒

The cat sat in the sun. 『そのネコは日なたに座った。』

『月は地球のまわりを回る。
』

There is no moon tonight. 『今夜は月が出ていません。』

send〔人〕
〔物〕= send〔物〕to〔人〕『〔人〕に〔物〕を送る』
※ くわしくは、かんたん英文法【第３文型と第４文型】参照。

I sent him a letter. 『私は彼に(１通の)手紙を送りました。』
= I sent a letter to him. ※ 上が第４文型、下が第３文型の文。
send for ~ 『～を呼びに人をやる[つかわす、派遣する]』
Shall I send for help ? 『助けを呼びに人をつかわしましょうか？』

565
☒

understand

動 (～を) 理解する
(～が) わかる

[アンダスタぁンド]

I don’t [can’t] understand you.
『私はあなたの言うことがわかりません。
』

アクセント注意

Do [Can] you understand Japanese [me] ?

活用 ： understood [アンダストゥッド]

『あなたは日本語[私の言うこと]がわかりますか？』

– understood – understanding
３単現形：understands [アンダスタぁンヅ]

※ can は ｢～する能力がある｣ という意味を含むので、
失礼な表現になることもある。→【単語帳 No. 581】
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