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☒  lose [ルーズ]

動 ～を失う、なくす、見失う、負ける

(⇔ find ｢見つける｣、win ｢勝つ｣)

活用 ： lost [ロースト]

– lost – losing

３単現形：loses [ルーズィズ]

派生語：loser [ルーザァ]｢敗者｣ (⇔ winner)

☒  as [あズ]

前 ～として

接 ～のように

≪as ~ as … で≫ ～と同じくらい
※ 厳密には前者の as は 副詞

代 ≪the same ~ as … で≫ …と同じ～

≪such ~ as … で≫ …のような～

☒  happen [ハぁプン]

動 (偶然に)起こる、生じる

活用 ： happened [ハぁプンド]

– happened – happening

３単現形：happens [ハぁプンズ]

156 ページ

613

614

615

as ~ as … 『…と同じくらい～』

※ ～の部分には、形容詞または副詞の

原級[もともとの形]を使う。

not as [so] ~ as …『…ほど～ではない』

※ 否定文では前者の as のかわりに

so を使うこともある。

＿ times as ~ as … 『…の＿倍の～』

※ ２倍は twice , 半分は half , ３倍以降は

three times , four times … となる。

→【No. 620… twice】【No. 751…half 】

as ~ as one can 『できるだけ～』

= as ~ as possible

the same (~) as …『…と同じ(～)』

→【No. 713 … same】

such ~ as …『…のような～』

→【No. 696 … such】

I go to the same school as Meg.
『私はメグと同じ学校に通っています。』

This pen is the same as Ken’s (= Ken’s pen).
『このペンはケンの(ペン)と同じです。』

I’ve never heard such stories as Aki tells.
『私はアキが言うような話は一度も聞いたことがありません。』

She is famous as an artist. 『彼女は芸術家として有名です。』

※ artist ｢芸術家、画家｣ →【No. 278】

He gave me a dictionary as a birthday present.
『彼は誕生日プレゼントとして私に辞書をくれました。』

Do as you like [I say].
『あなたが好きなように[私が言うように]しなさい。』

Meg is as tall [old] as Emi.
『メグはエミと同じくらい背が高い[同い年です]。』

I can’t run as fast as Tom.『私はトムほど速く走れません。』

Australia is about twenty times as large as Japan.
『オーストラリアは日本の約２０倍の大きさ[広さ]です。』

Run as fast as you can. 『できるだけ速く走りなさい。』

= Run as fast as possible.
→【単語帳 No. 581 … can】、【No. 858 … possible】

I lost my pen.『私は(私の)ペンをなくしました。』… ①

I have lost my pen. 『私は(私の)ペンをなくしてしまった。』… ②

※ ①の英文は、過去の出来事だけを表しているので、なくしたペンが

今までに見つかったのかどうかはわからない。

②の英文は、現在完了形≪継続≫の用法で、ペンをなくした状態を

今も続けていて、ペンはまだ見つかっていない。

Many people lost their lives in the war.
『たくさんの人々がその戦争で命を落としました。』

※ lives は life (命、生命) の複数形 →【単語帳 No. 339 … life】

Ken lost his way yesterday. 『ケンは昨日道に迷いました。』

Our team may lose the game.
『私たちのチームはその試合に負けるかもしれない。』

lose one’s way 『道に迷う』

※ one’s の部分には、my, your,

his などの所有格が入る。

What happened ? 『何が起こりましたか[ありましたか]？』

I didn’t know what happened to her.

『私は彼女に何が起こったのかわかりませんでした。』

What’s happening ? 『何事ですか[どうしたの]？』

I happened to see Tom. 『私は偶然トムに会った。』

happen to ~ 『偶然[たまたま]～する』

→【単語帳 No. 220 … find】

→【単語帳 No. 672 … win】

☆ happening には ｢出来事、事件、ハプニング｣の意味の 名詞 もある。

発音

注意

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]


