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☒  sleep [スリープ]

動 眠る (⇔ wake)

名 眠り、睡眠

活用 ： slept [スレプト]

– slept – sleeping

３単現形：sleeps [スリープス]

☒  wake [ウェイク]

動 目が覚める (⇔ sleep)、～を起こす

活用 ： woke [ウォウク] / waked [ウェイクト]

– woken [ウォウクン] / waked – waking

３単現形：wakes [ウェイクス]

☒  trouble [トゥらブル]

名 もめごと、トラブル、心配、困難

【a をつけず、複数形にもしないのがふつう】

動 ～を悩ます、心配させる

☒  mistake [ミステイク]

名 誤り、間違い
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Did you sleep well last night ? 『あなたは昨夜よく眠れましたか？』

※ 日本語訳では ｢～できましたか？｣ の意味になるが、英語の can は

能力の有無を聞くので、この場合、Could ~ ? などとは言わない。

= Did you have [get] a good sleep last night ?
※ 上の英文とほぼ同意。下の英文の sleep は 名詞 。

My father usually sleeps late every Sunday.

『私の父は毎週日曜日は遅くまで寝ます。』

I went to bed early last night, but I didn’t sleep well.

『私は昨夜早く床についたが、よく眠れませんでした。』

sleep well『よく眠る』

sleep late『遅くまで寝る、

寝ぼうする』

have [get] a good sleep
『よく眠る、よい睡眠をとる』

go to sleep 『寝入る、寝付く』

※【No. 1065…asleep】も参照

sleep …｢眠る｣という≪状態≫を表す。

go to bed …｢寝る、床につく｣という≪動作≫を表す。→【No. 365…bed】

He often talks in his sleep. 『彼はよく寝言を言います。』

Wake up, Emi. 『起きなさい、エミ。』

※ このような場合、get up とほぼ同意で使われる。

I woke [waked] up at six thirty this morning.

『私は今朝６時３０分に目が覚めました。』

Please wake me up tomorrow morning.

『明日の朝私を起こしてください。』

※ 目的語が代名詞のときは

wake と up の間におく。

→【No. 1066…awake】も参照

wake up (~) …『目が覚める、(～を)起こす』

get up … 横になっている状態から『起き(上が)る』→【No. 147 … get】

Do you have any trouble ? 『何かお困りですか？』

※ この場合、複数形の s をつけない。

any のうしろには数えられる名詞、数えられない名詞の

どちらでも使うことができる。→【単語帳 No. 109】

I’ll help you if you’re in trouble.

『あなたが困っているなら、私があなたを手伝います。』

アクセント注意

I’m sorry to trouble you. 『ご迷惑をかけてすみません。』

※ 相手に何か迷惑をかけてしまうときに言う。

be in trouble『困っている、故障している』

without any trouble 『難なく』

※ これらの表現では複数形の s をつけない。

heart trouble 『心臓病』

Don’t be afraid of making a mistake [mistakes].

『間違いをおそれるな。』

※ be afraid of ~ ｢～をおそれる｣ →【単語帳 No. 500】

Meg took the wrong bus by mistake.

『メグは間違って違うバスに乗りました。』

make a mistake [mistakes] 『間違える』

by mistake 『間違って、誤って』

※ mistake には｢～を誤解する、間違える｣の意味の動詞もある。

活用：mistook [ミストゥック] – mistaken [ミステイクン] – mistaking / ３単現形：mistakes [ミステイクス]

I mistook (the meaning of) his question. 『私は彼の質問 (の意味)を誤解しました。』

アクセント注意
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