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☒ window [ウィンドウ]

名 窓、窓ガラス

☒  door [ドア]

名 ドア、戸

☒  love [ラヴ]

動 ～を愛する、～が大好きである

(⇔ hate)

名 愛、恋

活用 ： loved [ラヴド]

– loved – loving

※ love は≪状態≫を表す動詞なので

ふつう進行形 (~ing) にしない。

３単現形：loves [ラヴズ]

☒  today [トゥデイ]

名 今日[きょう]、本日、現代、今日[こんにち]

【a をつけず、複数形にもしない】

副 今日(は)、今日[こんにち]では
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today’s newspaper 『今日の新聞』

a week from today 『来週の今日』

a week ago today 『先週の今日』

young people of today 『現代[今日]の若者』

today’s Japan 『現代[今日]の日本』

= the Japan (of) today
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It’s cloudy today. 『今日はくもりです。』

What day (of the week) is (it) today ?
『今日は何曜日ですか？』

What’s the date today ? 『今日は何月何日ですか？』

= What day of the month is (it) today ?

※ date [デイト] ｢日付｣ →【単語帳 No. 399】

Tom fell in love with Emi . 『トムはエミと恋におちました。』

the front door 『玄関のドア』

→【No. 529 … front】

the back door 『裏口のドア』

→【No. 330 … back】

I ’d love to. 『ぜひ。/ よろこんで。』 ※ I’d は I would の短縮形。→【単語帳 No. 612 … would】

would love to ~ (= would like to ~ ) 『～したい。』 ※ would love to ~ は女性が好んで使う表現。

fall in love with ~『～と恋におちる』 / With love , 『愛を込めて、さようなら』 ※ 手紙の結びに使う表現。

open the window

『その窓を開ける』

close [shut] the window

『その窓を閉める』

Don’t open the window. 『その窓を開けないで。』

Please close [shut] the window. 『その窓を閉めてください。』

※ shut は close よりも荒々しく閉めるイメージがある。→【単語帳 No. 568】

Who broke the window ? 『だれがその窓ガラスを割ったのですか？』

→ Tom did. 『トムです。』

Meg looked out of the window. 『メグはその窓の外を見ました。』

Please open the door. 『そのドアを開けてください。』

Don’t close [shut] the door. 『そのドアを閉めないで。』

Someone is knocking on [at] the door. →【No. 800…knock】

『だれかがドアをノックしています。』

That boy standing at the door is Ken.
『そのドアのところに立っているあの少年はケンです。』

I love Meg. 『私はメグが大好きです。』

= I like Meg very much.

He loves singing [to sing]. 『彼は歌うのが大好きです。』

※ love の後ろには、動名詞(~ing)も不定詞の名詞用法(to ~)も使える。

I’d love [like] to see him again. 『私はまた彼に会いたい。』

※ I want to ~ よりもていねいな表現。→【No. 162 … want】

Will you come with me ? 『私といっしょに来ませんか？』

→ I’d love [like] to. 『ぜひ。/ よろこんで。』

Today is Thursday. 『今日は木曜日です。』

= It is Thursday today. ※ 下の today は 副詞

I saw it in today’s newspaper.

『私はそれを今日の新聞で見ました。』
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