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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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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】
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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』

アクセント注意

発音注意

発音注意
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