
仮  （781）

チャレンジ中学英和辞典改訂・第３版　初版
　折　仮 P. 781

ベネッセ
コーポレーション

182.0

120.0
×4

初校
再校
責了

get up　起きる grow up　大きくなる

up［ *p
アップ］

Y �上へ，上に  �起きて；立って  �すっかり
U �…をのぼって  �（道など）をずっと通って　
E上への，上りの
! 2down下へ
! Stand up! 「起立！」　! get up 「起きる」

Y �上へ，上に，上の方へ（2down 下へ）
Yuri looked up at the sky. ユリは空を見上げた
Pick up the paper and put it on the desk. 
その紙を拾って机の上に置きなさい
Look! The sun is coming up. 見てごらん，太陽がのぼってきたよ
A monkey climbed up to the top of the tree. 
サルが木のてっぺんまでのぼった
The book is up there, on the shelf. 本はあそこ，たなの上だよ

�起きて；立って
Stand up! 起立！
Yuri stayed up late last night. ユリは昨夜おそくまで
起きていた（Yuri was up late last night.ともいう）
Wake up! 目を覚ましなさい！

�（話し手・中心地の）方へ，近づいて；北へ
A police officer came up to me. 警官が私の方へやってきた
Go straight up to the end of the slope. 
坂をつきあたりまでまっすぐに行きなさい

�（大きさ・速度・値段などが）上がって
What do you want to be when you grow up? 
大きくなったら何になりたいですか
The price of oil is going up. 石油の値段が上がっている

 いろいろなup
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afford［5f$;Rd アふォード］
yt （経済的・時間的に）…する余裕（よゆう）
がある（ふつうcanとともに否定文・疑問
文に使う）
He can’t afford a new car.
彼は新車を買うお金がない

Ùafraid［5frEid アふレイド］
　
afraid 
yv おそれて，こわがって
nÑ アクセントはうしろ afráid

nÑ be動詞＋ afraid of＋Ａ［または 
...ing］「…をこわがる」

　

yv おそれて，こわがって，心配して
Don’t be afraid. 
こわがるな

　

《be動詞＋afraid of＋A［また
は...ing］》
…をこわがる　
I am afraid of thunder.
私は雷（かみなり）がこわい
He is afraid of losing her.
彼は彼女を失うことをこわがっている 

be afraid to こわくて…できない，
…することをこわがる
　

残念な気持ちを表す ÁÀ
「申し訳ないが…」「残念だが…」という気持
ちを表すには I’m afraidを使います．
I’m afraid it will rain.雨になりそうだ
I ’m  afraid  you have the wrong 

number.電話番号がちがっていますよ
“Will it rain?” “I’m afraid so.”
「雨が降るでしょうか」「（残念ですが）そのよう
ですね」
“Is she coming today?” “I’m afraid 

not.”「彼女は今日来るかな」「（残念だけど）来
ないと思うよ」
　

ambassador［xmbXs5d5R あン
バぁーサダ（～）］
yu 大使
the British Ambassador to Japan
駐日（ちゅうにち ）英国大使

amen［EimEn エイメン］
yw アーメン（キリスト教徒がいのりの最後
などに唱えることば）

amend［5mEnd アメンド］
yt （法律などを）修正する，改正する

×America［5mErik5 アメリカ］
yu アメリカ，米国；アメリカ大陸
North America 北アメリカ

×American［5mErik5n アメリクン］
yv アメリカの，米国の；アメリカ人の

an American car アメリカ製の車
He’s American. 彼はアメリカ人です

yu アメリカ人
an American ひとりのアメリカ人
 ÐÏ
yu＋-an  ➡  yvyu
America「アメリカ」＋ -an「…の（人，
もの）」 ➡ American「アメリカの；アメリ
カ人」
ほかにはどんな語があるかな？

American football
［5mErik5n fUtb4;l アメリクン ふットボーる］
yu アメリカンフットボール（《米》では
単に footballと言う）

amigo［5mI;gou アミーゴウ］
yu （複 amigos[-z]）
《米》友だち（スペイン語）

Ùaround［5rAund アラウンド］
yq nT…のまわりに（＝round）

We sat around the table.
私たちはテーブルを囲んで座った
nU…を回って（＝round）
The earth moves around the sun.
地球は太陽のまわりを回っている

nV…のあちこちを，…のあちこちに
people around the world

afford

�…のまわりに �…を回って

�…のあちこちを
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