
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  television (= TV) [テレヴィジョン(ティーヴィー)] ※ TV は television の略語。

名 テレビ、テレビ放送

【実際の英文では 略語である TV を使うことが多い】

☒  radio [れイディオウ]

名 ラジオ、ラジオ放送

無線、無線通話

☒  sound [サウンド]

動 ～に聞こえる、音がする

名 音

活用 ： sounded [サウンディド]

– sounded – sounding

３単現形：sounds [サウンズ]

☒ interesting [インタれスティング]

形 おもしろい、興味深い

[比較変化] interesting

- more ~ - most ~
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関連語：interested (興味のある)

→【単語帳 No. 726】

654

watch TV (= television) 『テレビを見る』

watch a soccer game on TV (= television)

『テレビでサッカーの試合を見る』

turn on [off] the TV (= television)

『テレビをつける[消す]』

a TV program / TV programs 『テレビ番組』

turn on [off] the radio 『ラジオをつける[消す]』

listen to the radio 『ラジオを聞く』

hear the news on the radio
『ラジオで(その)ニュースを聞く』

Emi usually watches TV after dinner.
『エミはたいてい夕食後にテレビを見ます。』

I watched a soccer game on TV.
『私はテレビでサッカーの試合を見ました。』

※ ｢テレビを見る｣、｢テレビで｣ という意味のときは

冠詞の a や the をつけない。

Please turn off the TV. 『テレビを消してください。』

※ ｢～の音量を小さくする[弱くする] は turn down ~

→【単語帳 No. 587… turn】

☆ ｢テレビゲーム｣ は a video game という。→【No. 706】

Ken turned on the radio.
『ケンはラジオをつけました。』

Meg is listening to the radio.
『メグはラジオを聞いています。』

I heard the news on the radio.
『私はラジオで(その)ニュースを聞きました。』

sound + 形容詞(～) 『～に聞こえる、～そうだ。』

That sounds good. 『それは良さそうね[すてきそうね]。』

sound like + 名詞(…) 『…に聞こえる、…そうだ。』

That sounds like fun. 『それはおもしろそうです。』

※ like ｢～のような｣は 前置詞、fun ｢楽しみ｣は 名詞

I heard a strange sound. 『私は奇妙な音を聞きました。』

Can you hear the sound of that bell ?

『あなたはあのベル[鐘 /鈴]の音が聞こえますか？』

sound ~ , sound like ~ … 耳で聞いたことに対して / look ~ , look like ~ … 目で見たことに対して

※ 後ろに 形容詞 がくるときには like を使わない。 名詞 の前に使うときには 前置詞 の like が必要になる。

→【単語帳 No. 122… like】、【単語帳 No. 251 … look】も参照のこと。

She told us an interesting story.

『彼女は私たちにおもしろい話をしてくれました。』

= She told an interesting story to us.
※ 上の英文は第４文型、下の英文は第３文型の文。

This book is interesting to [for] me. 『この本は私にはおもしろい。』

= I am interested in this book. 『私はこの本に興味があります。』

アクセント注意

an interesting story
『おもしろい[興味深い]話』

アクセント注意

発音注意 ※ o で終わる語だが、複数形は例外的に s だけをつけて radios になる。

同じようなものに piano → pianos がある。…【単語帳 No. 74】

発音注意

make a sound 『音を立てる』

a strange sound 『奇妙な音』
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