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☒  another [アナざァ]

形 もう 1 つの、別の

代 もう 1 つ[１人] 、別のもの[人]

☒  since [スィンス]

接 ～して以来 ※ ふつう現在完了形の文で使う。

～なので ※ ふつう文頭に使う。

because よりは意味が弱い。

前 ～以来、～から

☒  without [ウィざウト]

前 ～なしで、～なしに (⇔ with)

☒  through [するー]

前 ～を通して、～を通じて

～の間じゅう
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Will you have another cup of tea ?

『紅茶をもう１杯いかがですか？』

Show me another hat. 『私に別の帽子を見せて。』【お店で】

another … いくつかある中の ≪もう１つ≫ を指す。

※ another は an + other からできた語なので、直前に a , the,

this , that , some , any などの語はつけない。

the other … ２つあるうちの ≪残りの１つ≫ →【単語帳 No. 594】

I don’t like this bag. Please show me another.

『私はこのバッグは好きではありません。別のを見せてください。』

We must help one another [each other] .

『私たちはおたがいに助け合わなければならない。』

Many people came to this park one after another.

『たくさんの人々が次々とこの公園にやってきました。』

another cup of tea

『もう１杯の紅茶』

one another 『おたがいに』

= each other

※ each other は２者(２人･２つ)に、

one another は ３者以上に使う

ことが以前は多かったが、最近

では、３者以上を表す場合にも

each other を使うことがある。

one after another

『次々に、次から次へと』

→【単語帳 No. 47…after】

I have known Aki since I was a child.

『私は子供のころからアキを(ずっと)知っています。』

Five years have passed since I saw him last.

= It has been five years since I saw him last.

= It is five years since I saw him last.

『私が最後に彼に会ってから５年になります。』

Since [Because] it was rainy, I couldn’t go out.

『雨がふっていたので、私は外出できませんでした。』

We have lived in Tokyo since 1999.

『私たちは１９９９年から東京に住んでいます。』

I haven’t seen Meg since then.

『私はそれ以来メグに会っていません。』

since 1999 『１９９９年から』

since then 『それ以来』

since … 過去に始まったあることが、今も続いて

いることをあらわすので、ふつうは現在

完了形の文で使う。

from … 始まった開始点をあらわし、さまざまな

時制とともに用いる。→【単語帳 No. 19】

without ~ing 『～しないで』

※ ~ing は動名詞(～すること)

through the night 『一晩中』

all through the year 『一年中』

We can’t live without water. 『私たちは水がないと生きられない。』

Tom left Japan without saying goodbye [a word].

『トムはさよなら[ひと言]も言わずに日本を去りました。』

※ 前置詞 without の後ろには名詞か動名詞を使う。

He walked through the park.

『彼はその公園を歩いて通り抜けました。』

This river runs through our city.

『この川は私たちの市を流れています』

We can see Mt. Fuji through the window.

『(私たちは) 窓から[を通して]富士山が見えます。』

※ この We は一般の人々を指しているので、ふつう訳さない。

同音語：threw (… throw ｢投げる｣の過去形)

アクセント注意

アクセント注意

発音注意

発音注意
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☒  worry [ワ～りィ]

動 (～を)心配する、悩む

～を心配させる、悩ませる

活用 ： worried [ワ～りィド]

– worried – worrying

３単現形：worries [ワ～りィズ]

☒  miss [ミス]

動 ～に乗りそこなう (⇔ catch)

～をのがす、～がいなくてさびしい

活用 ： missed [ミスト]

– missed – missing

３単現形：misses [ミスィズ]

☒  salt [ソールト]

名 塩、食塩

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  sugar [シュガァ]

名 砂糖【a をつけず、複数形にもしない】

☒  dish [ディッシュ]

名 皿、１皿の料理

☒  soup [スープ]

名 スープ【a をつけず、複数形にもしない】
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Don’t worry. ①『心配しないで。』

②『気にするな。』(= Never mind. )

→【単語帳 No. 499…never】【No. 693…mind】

worry about ~『～を心配する』

Don’t worry about the test. 『そのテストについて心配するな。』

There is nothing to worry about. ※ 不定詞の形容詞用法

『心配することは何もありません。』

I missed the last train. 『私は最終電車に乗り遅れました。』

You can’t miss it. 『見逃しませんよ。見つかりますよ。』

※ 道案内をした人が最後に付け足すことが多い。

I’ll miss you. 『私はあなたがいなくなるとさびしくなります。』

※ しばらく会えなくなる人に対して。

※ ３単現形の misses と Mrs. (～さん、～夫人)は同音語 →【単語帳 No. 35】

I ate [had/drank] soup for lunch.

『私は昼食にスープを飲みました。』

eat [have] soup 『(スプーンなどを使って皿から)スープを飲む』

drink [have] soup 『(カップなどから直接)スープを飲む』

vegetable soup 『野菜スープ』 ※ スープは液体なので、形容詞の前にも a がつかない。→【単語帳 No. 883】

※ have はどちらにも使うことができる。

Pass me the salt, please. 『私に塩を取ってください。』

※ 食卓で人前に手を伸ばすのは、失礼な行為になる。

☆ 取ってあげるときには Here you are. ｢はい、どうぞ。｣ と言う。

→【単語帳 No. 194 … here】

I don’t put [take] sugar in my tea .

『私は紅茶に砂糖を入れません。』

※ sugar は本来、数えられない名詞であるが、口語では、

a sugar, two sugars や sugars のようにも言う。

How many sugars in your coffee ?

『コーヒーに砂糖をいくつ入れますか？』

a spoonful of sugar 『さじ[スプーン]１杯の砂糖』

two spoonfuls of sugar 『さじ[スプーン]２杯の砂糖』

※ spoonful [スプーンふル] 名詞 ｢スプーン１杯｣

We’ll wash the dishes. 『私たちが(その)皿を洗います。』

I like Japanese dishes. 『私は日本料理が好きです。』

This is my favorite dish. 『これは私の大好きな料理です。』wash [do] the dishes 『皿を洗う』

Japanese dishes 『日本料理』

my favorite dish 『私の大好きな料理』
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発音注意

※ Miss (～さん、～嬢、～先生)と同音語 →【単語帳 No. 36】

発音注意

dish … 調理された食べ物を指す。

food … 食べ物一般を指す。→【単語帳 No. 332】

発音注意
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