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☒  surprise [サプらイズ]

動 ～を驚かす、びっくりさせる

名 驚き、びっくりさせること

活用 ： surprised [サプらイズド]

– surprised – surprising

３単現形：surprises [サプらイズィズ]

☒  raise [れイズ]

動 ～を上げる、挙げる、掲(かか)げる

～を飼育する、栽培する (= grow)

～を育てる (= bring up)

活用 ： raised [れイズド]

– raised – raising

３単現形：raises [れイズィズ]

☒  heavy [ヘヴィ]

形 重い (⇔ light)

激しい、大量の

[比較変化] heavy - heavier - heaviest

☒  strange [ストゥれインヂ]

形 変な、奇妙な、不思議な

見知らぬ、不案内な

☒  weak [ウィーク] (⇔ strong)

形 弱い、もろい、うすい

[比較変化] weak - weaker - weakest

同音語：week (週) →【単語帳 No. 186】
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be surprised at ~ 『～に驚く』 ※ 受け身(受動態)の形。

※ 本来は｢～に驚かされる｣の意味だが、 ｢～に驚く｣と訳す。

I was surprised at the news. 『私はその知らせに驚いた。』

= The news surprised me. 『その知らせは私を驚かせた。』

※ 上の surprised は過去分詞形、下の surprised は過去形。

be surprised to ~ 『～して驚く』 ※ 受け身(受動態)の形。

※ 本来は｢～して驚かされる｣の意味だが、 ｢～して驚く｣と訳す。

Aki will be surprised to see her old friend.
『アキは(彼女の)旧友を見て驚くでしょう。』

Raise your hand (if you have a question).

『(もし質問があったら) 手をあげなさい。』

We raised the flag . 『私たちはその旗を掲げました。』

→【単語帳 No. 1109… flag】

Tom’s father raises pigs. 『トムの父は豚を飼育しています。』

☆ rise (上がる、昇る) 【単語帳 No. 545】としっかり区別しましょう。

to one ’s surprise 『驚いたことに』

※ one ’s の部分には所有格が入る。

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

This bag is too heavy. 『このバッグは重すぎます。』

We had a heavy rain yesterday. 『きのうは大雨でした。』

= It rained hard [much/a lot] yesterday. ※ 上とほぼ同意。

a heavy cold 『重い風邪』/ a heavy rain 『大雨、激しい雨』/ a heavy snow 『大雪、激しい雪』

strange to say 『奇妙なことに』

That’s strange. 『それは変だ。』

A strange thing happened then.

『そのとき奇妙なことが起こりました。』

I heard a strange noise in that room.

『私はあの部屋で不思議な物音を聞きました。』

※ heard は [ハ～ド]と読む。→【No. 304 … hear】

※ noise [ノイズ] →【単語帳 No. 980】

※ stranger には ｢変な人｣ の意味はなく、｢見知らぬ人、

(その土地に)不案内な人｣の意味 →【単語帳 No. 748】

a weak body 『弱い体』/ a weak team 『弱いチーム』/ in a weak voice 『弱々しい声で』

a weak point 『弱点、ウィークポイント』 ※ point [ポイント] ｢点、小数点、得点、先端、指を指す、向ける｣

That old man has weak eyes. 『あの老人は視力が弱い。』

Meg spoke [talked] to me in a weak voice.

『メグは弱々しい声で私に話しかけました。』

→【単語帳 No. 975…voice】

アクセント注意

アクセント注意

739

736

738

740

737

※ surprised →【No. 804】、surprising →【No. 1019】

発音注意

活用

注意

発音注意
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