
〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  racket [らぁケット]

名 ラケット

☒  uniform [ユーニふォーム]

名 制服、ユニフォーム

☒  excited [イクサイティド]

形 興奮した、わくわくした、うきうきした

[比較変化] excited - more ~ - most ~

動 excite (～を興奮させる) の過去形･過去分詞形

☒  surprised [サプらイズド]

形 驚いた、びっくりした

[比較変化] surprised - more ~ - most ~

動 surprise (～を驚かす) の過去形･過去分詞形

☒  eastern [イースタン] (⇔ western)

形 東の、東部の、東方の →【No. 415…east】

≪Eastern で≫ 東洋の

☒  western [ウェスタン] (⇔ eastern)

形 西の、西部の、西方の →【No. 416…west】

≪Western で≫ 西洋の、欧米の

☒  temple [テンプル]

名 (仏教の)寺、寺院、神殿

☒  shrine [シュらイン]

名 神社、聖堂
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801

802

803

(the) Meiji Shrine 『明治神宮』

※ 固有名詞では the を省略することもある。

804

(the) Todaiji Temple『東大寺』/ (the) Horyuji Temple『法隆寺』

※ 固有名詞では the を省略することもある。

I visited a lot of temples in Kyoto.
『私は京都でたくさんのお寺を訪ねました。』

a tennis racket 『テニスラケット』

→【単語帳 No. 99… tennis】

a school uniform 『学校の制服』

Emi is in uniform.
『エミは制服を着ています。』

807

806

805

808

Tokyo is in the eastern part of Japan.
『東京は日本の東部にあります。』

Eastern culture 『東洋の文化』

the western part of the city 『市の西部』

a Western style [スタイル] of living

『西洋の生活様式[スタイル]』

Ken was excited to see the singer.
『ケンはその歌手に会って興奮していました。』

Why are you so excited ?
『あなたはなぜそんなに興奮しているのですか？』

※ 上記の文は、どちらとも受け身[受動態]の内容であり、

動詞 excite の過去分詞形と考えることもできる。

…｢興奮させられる｣ → ｢興奮している｣と訳す。an excited fan 『興奮したファン』

get excited 『興奮する』

be excited 『興奮している』

アクセント注意

※ 主語には｢人(名詞･代名詞)｣を使う。｢もの｣が主語のときは

excited ではなく、exciting を使う。→【単語帳 No. 788】

Tom looked very surprised.
『トムはとても驚いたようだった (← 驚いて見えた)。』

※ 人が主語なので surprised を使う。ものが主語のときには

surprising を使う。→【No. 1019… surprising】

アクセント注意

The news surprised me. ※ この surprised は過去形。

『その知らせは私を驚かせました。』

= I was surprised at the news. →【No. 736】

『私はその知らせに驚きました。』

…｢驚かせられた｣ → ｢驚いた｣と訳す。

アクセント注意

→【単語帳 No. 1042…excite】

→【単語帳 No. 736…surprise】

be surprised at ~ 『～に驚く』

※ 受け身[受動態]の形なので、surprised は 動詞

surprise の過去分詞形と考えることもできる。

※ eastern と east は、どちらにも形容詞の用法があり、同じようにも使われるが、

east は政治的な区分がはっきりしているとされる。他の方位に関する語も同様。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  New York [ニュー ヨーク]

名 ニューヨーク (= New York City)

☒  London [ランダン]

名 ロンドン ※ イギリスの首都。

☒  Hawaii [ハワイー]

名 ハワイ ※ アメリカの州の１つ。州都はホノルル。

☒  Paris [パぁりス]

名 パリ ※ フランスの首都。

☒  northern [ノーざン] (⇔ southern)

形 北の、北部の、北方の →【No. 483…north】

☒  southern [サざン] (⇔ northern)

形 南の、南部の、南方の →【No. 484…south】

☒  potato [ポテイトウ]

名 ジャガイモ ※ 複数形は potatoes

☆ ｢サツマイモ｣ は a sweet [スウィート] potato という。

☒  tomato [トメイトウ]

名 トマト ※ 複数形は tomatoes

☒  salad [サぁラド]

名 サラダ
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812

potato chip(s) 『ポテトチップス』

※ chip(s) [チップ(ス)] ｢切れ端、破片、チップ｣

☆ ｢フライドポテト｣は French fries という。

make a salad 『サラダを作る』

※ cook は｢火を使って料理をする｣の意味なので、

｢サラダを作る｣の意味では使えない。→【No. 267… cook】

I want to visit London some day.
『私はいつかロンドンを訪れたい。』

☆ イギリス国会議事堂の大時計のことを、当時の工事責任者の

ニックネームから Big Ben という。

Meg went to Paris last month.

『メグは先月パリに行きました。』

☆ フランス語では、基本的に最後の子音を読まない言語なので、現地では Paris を [パり] と発音する。

しかし、英語では、フランス語のスペリングの Paris をそのまま読むので、[パぁりス] と発音する。

そのほかにも、フランス語が英単語になっているものが多数あるので、発音の違いに注意しましょう。

例 restaurant … フランス語では [れストらン] と読むが、英語では [れストらント] と読む。→【No. 966】

Tom’s brother lives in New York (City) .

『トムの兄はニューヨーク(市)に住んでいます。』

※ New York City, NY, N. Y. と書くこともある。

ニューヨーク市の愛称を the Big Apple というが、

名称の由来については諸説あり、定かではない。

☆ ニューヨーク市民のことを New Yorker という。

※ アメリカ第１の大都市。

マンハッタン、ブロンクス、ブルックリン、

クイーンズ、スタテンアイランドの５つの

地区からなる。

Emi has been to Hawaii twice.

『エミはハワイに２度行ったことがあります。』

※ have [has] been to ~ ｢～へ行ったことがある｣

発音注意

発音注意

アクセント注意

アクセント注意

発音注意

tomato juice 『トマトジュース』

アクセント注意

Northern Europe 『北欧、北ヨーロッパ』

Hokkaido is in the northern part of Japan.

『北海道は日本の北部にあります。』

the southern part of an island 『島の南部』

the Southern Cross 『南十字星』

809

810

813

811

814

816

815

817

☆ north と northern のちがいについて →【No. 805…eastern】

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  stamp [スタぁンプ]

名 (郵便)切手

スタンプ、判、印

☒  postcard [ポウストゥカード]

名 郵便ハガキ

☒  ruler [るーラァ]

名 定規

支配者、統治者

☒  fail [ふェイル]

動 ～を失敗する (⇔ succeed [サクスィード] ｢成功する｣ )

(試験などに)落ちる、落第する (⇔ pass ｢合格する｣ )

活用 ：failed [ふェイルド] – failed – failing

３単現形：fails [ふェイルズ]

☒  spell [スペル]

動 (語)をつづる

活用 ： spelled [スペルド]

– spelled – spelling

３単現形：spells [スペルズ]

☒  elephant [エレファント]

名 象

☒  tiger [タイガァ]

名 トラ

☒  lion [ライアン]

名 ライオン、≪the Lion で≫ 獅子(しし)座

☒  bear [ベア]

名 クマ
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an elephant 『１頭の象』

My hobby is collecting [to collect] stamps.

『私の趣味は切手の収集です。』

a date stamp 『消印』 ※ date [デイト] ｢日付｣ →【No. 399】

send a postcard 『ハガキを出す[送る]』

a picture postcard 『絵はがき』

※ card だけでも ｢ハガキ｣の意味になる。→【No. 723】

a 12-inch ruler 『１２インチの定規』

※ ｢三角定規｣は triangle [トゥらイあングル] という。

triangle には｢三角形、(楽器の)トライアングル｣の意味もある。

Our plan failed.
『私たちの計画は失敗しました。』

Tom failed the exam.
『トムはその試験に落ちました。』

→【No. 837…exam】

How do you spell your name ? 『あなたの名前はどうつづりますか？』

→ It’s spelled E-M-I. 『E-M-I とつづります。』 ※ 受け身(受動態)の文

I can’t spell the word. 『私はその語をつづれません。』

☆ spelling には｢つづり、スペリング｣の意味の 名詞 もある。

Elephants have a long trunk. 『象は鼻が長い。』

※ trunk [トゥらンク] には｢象の鼻｣のほかに｢大型の旅行かばん、

(自動車の)トランク｣などの意味もある。

※ 象は記憶力が良い動物だと考えられている。

I like tigers. 『私はトラが好きです。』

※ ｢トラ｣･｢ライオン｣のように一般的な集合体を指すときには複数形であらわす。

ただし、特定の種類を指すときには the tiger のように言う。

(as) brave as a lion 『ライオンのように勇敢な』

※ brave [ブれイヴ] ｢勇敢な、勇ましい｣

Look at that lion. 『あのライオンを見て。』

We saw a bear in the forest. 『私たちは森の中でクマを見ました。』

→【単語帳 No. 949… forest】

※ bear には｢～を産む｣の意味の 動詞がある。be born ｢生まれる｣ の born は、この bear の過去分詞形。

818

820

819

821

822

823

825

824

826

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  bottle [バトゥル]

名 びん

≪a bottle of ~ で≫ １びんの～

☒  piece [ピース]

名 かけら、破片

≪a piece of ~ で≫ １つ [１個 /１切れ /１枚]の～

同音語：peace (平和) →【単語帳 No. 921】

☒  sheet [シート]

名 シーツ、敷布、(紙などの)１枚

☒  pair [ペア]

名 １組、１対

≪a pair of ~ で≫ １組の～、１対の～

☒  compare [コンペア]

動 ～をくらべる、比較する

活用 ： compared [コンペアド]

– compared – comparing

３単現形：compares [コンペアズ]

☒  wonder [ワンダァ]

動 ～かしらと思う

【直後に if, what, who などを使って】

不思議に思う、驚く

名 不思議、驚き

活用 ： wondered [ワンダァド]

– wondered – wondering

３単現形：wonders [ワンダァズ]

☒  rabbit [らぁビット]

名 (飼い)ウサギ

☒  mouse [マウス]

名 ハツカネズミ ※ 複数形は mice [マイス]

(コンピューターの)マウス
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a milk bottle 『牛乳びん』/ a baby bottle 『ほ乳びん』

a bottle of wine [ワイン] 『ワイン１びん』

a piece [sheet] of paper 『１枚の紙』

a piece of news 『１つのニュース』

another piece of cake 『ケーキをもう１つ』

※ ２つ以上は、two pieces of ~ のようにあらわす。

例 two pieces of cake 『ケーキ２つ』

a sheet [piece] of paper 『１枚の紙』

two sheets [pieces] of paper 『２枚の紙』

※ paper は数えられない名詞(不可算名詞) →【単語帳 No. 957】

a pair of shoes 『靴１足』→【単語帳 No. 320…shoe(s)】

a pair of glasses 『めがね１つ』→【No. 493…glass】

the Seven Wonders of the World 『世界の７不思議』

Let’s compare the two dictionaries.

『その２冊の辞書を比較しましょう。』

compare ~ with [to] … 『～と…を比較する』

I compared my bike with [to] his (= his bike).

『私は私の自転車と彼の(自転車)を比較しました。』

I wonder who he is. 『彼はだれなのかしら。』

We wonder why Meg didn’t come here.

『私たちはなぜメグがここに来なかったのか不思議です。』

It is no wonder (that) ~ . 『～は少しも不思議ではない。』

It is no wonder (that) he passed the test. ※ that は接続詞

『彼がそのテストに合格したのは少しも不思議ではありません。』

I want to have a rabbit. 『私はウサギを飼いたい。』

※ 動物をペットとして飼うときには have を使うのがふつう。

keep は家畜などを飼うときに使うことが多い。

☆ 野ウサギは hare [ヘア] という。hair (髪) と同じ発音。

西洋の家に住む小さなねずみを mouse という。

日本の家に住む大きなねずみは rat [らぁット]という。

827

829

828

830

831

832

833

834
発音注意

アクセント注意

発音注意

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  P.E. [ピーイー]

名 体育

☒  grade [グれイド]

名 学年、等級、成績

☒  exam [イグザぁム]

名 試験

☒  guess [ゲス]

動 (～を)推測する

言い当てる

活用 ： guessed [ゲスト]

– guessed – guessing

３単現形：guesses [ゲスズィズ]

☒  seem [スィーム]

動 ≪seem to ~ で≫ ～のように思われる

活用 ： seemed [スィームド]

– seemed – seeming

３単現形：seems [スィームズ]

☒  beach [ビーチ]

名 浜、浜辺、海辺、岸

☒  farm [ふァーム]

名 農場、農園

派生語：farmer (農民、農場経営者) →【単語帳 No. 775】

☒  ground [グらウンド]

名 地面、土地、グラウンド
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a high [low] grade 『高[低]水準』

grade A 『Ａ級』

exam(ination) …試験を意味する一般的な語として使われる。

学校の試験、資格試験など。

test …習った知識の定着を調べる小テストなど。→【No. 420】

physical education [ふィズィカル エヂュケイション] の略語。

※ physical … ｢肉体の、身体の｣ / education … ｢教育｣

What grade are you in ? 『あなたは何年生ですか？』

→ I’m in (the) ninth grade. 『中学３年生です。』

※ アメリカでは小学校から高校までを通しで考える。

例 中学１年 → seventh grade / 高校３年 → twelfth grade

an English exam(ination) 『英語の試験』

seem to ~ 『～のように思われる、～のようだ』

it seems (that) ~ 『～のようだ』 ※ that は接続詞

Tom seems (to be) sick. 『トムは病気のようだ。』

= It seems (that) Tom is sick.

The ground is covered with snow. 『地面は雪でおおわれています。』

※ cover(ed) については【No. 370… sky】の説明を参照のこと。

the school grounds 『学校の構内、敷地内』

※ ｢(学校などの)運動場｣ は a playground と言う。→【No. 1056】

on the beach 『浜辺で』

a beach umbrella 『ビーチパラソル』 ※ ビーチパラソルは和製英語

→【単語帳 No. 299…umbrella】

work on a farm 『農場で働く』 ※ 前置詞が in ではないことに注意！

run a farm 『農場を経営する』 ※ この run は｢～を経営する｣の意味。

→【単語帳 No. 119… run】

I can’t guess her age. 『私は彼女の年齢が推測できません。』

Can you guess why ? 『なぜだと思う？』

Guess what ? 『なあんだ？ / なんだか当ててごらん。』

※ 会話のはじめに“Guess what.”と肯定文の形で使うと、『あのね。』の

意味になる。言われた相手は“What ?”『何？』と答え、会話を続ける。

Guess what I have in my hand.
『私が(私の)手に何を持っているか当ててごらん。』

835

839

836

837

838

840

842

841

発音注意

発音注意

発音注意

アクセント注意

※ examination [イグザぁミネイション] の略語

会話では、略語である exam を使うのがふつう。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  softball [ソ(ー)ふトゥボール]

名 ソフトボール

☒  badminton [バぁドゥミントゥン]

名 バドミントン

☒  table tennis [テイブル テニス]

名 卓球、ピンポン (= ping-pong [ピングパング] )

☒  track and field
[トゥらぁック アン(ド) ふぃールド]

名 陸上競技 ※ track には ｢(陸上競技の)トラック、(鉄道の)線路、…番線、通り道、足跡｣などの意味がある。

field は｢競技場、フィールド、畑、田畑、牧草地｣の意味。→【単語帳 No. 1064… field】

☒  quick [クウィック]

形 すばやい、機敏な (⇔ slow)

派生語：quickly (すばやく、急いで)

→【単語帳 No. 650】

☒  fond [ふォンド／ふァンド]

形 ≪be fond of ~ で≫ ～が好きである

☒  comfortable [カンふァタブル]

形 快適な、気持ちの良い

☒  sale [セイル]

名 販売、特売、安売り

☒  fair [ふェア]

名 品評会、博覧会、見本市、フェア

形 公平な、公正な

晴れた (= fine)

☒  cent [セント] ※ 100 セント ＝ １ドル

名 セント【記号は￠】
【アメリカ･カナダ･オーストラリアなどの貨幣単位】

200 ページ

a summer sale『夏物大安売り』/ Not for sale.『非売品』【掲示】

on sale『特売中で、販売中で』/ for sale『売り物の、販売中で』

a World’s Fair『万国博覧会』 ※ この場合、ふつう F を大文字で書く。

a summer fair『夏の市、サマーフェア』

fair play 『フェアプレー、正々堂々とした行動』→【No. 239…play】

on a fair day 『晴れた日に』→【単語帳 No. 362… fine】

Tom plays softball on Sundays [every Sunday].

『トムは毎週日曜日にソフトボールをします。』

We enjoyed playing badminton.

『私たちはバドミントンをして楽しみました。』

Let’s play table tennis, shall we ?
『卓球をしましょうね？』

※ Let’s ~ , shall we ? ｢～しましょうね？｣

→【単語帳 No. 595… shall】や

ダントツ英文法【付加疑問文】参照。

※ 短距離競争 (sprint [スプりント])、走り幅跳び (long jump)、

走り高跳び (high jump)などをまとめて track and field という。

seven dollars (and) fifty cents

『７ドル５０セント [＄7.50 とも書く]』

→【単語帳 No. 548…dollar】

I had a quick breakfast. 『私は急いで朝食を食べた。』

quick … 動作がすばやい、きびきびしていることを表す語。

fast … スピードが速いことを表す一般的な語。→【No. 198】

Nancy is fond of music . 『ナンシーは音楽が好きです。』

※ be fond of ~ は like よりも意味が強いので、

｢～が大好き｣という意味になることもある。

Please make yourself comfortable .
『どうぞおくつろぎください。』

※ make ~ … ｢～を… (の状態)にする｣ →【No. 172】

アクセント注意

発音注意

843

846

845

844

848

849

847

851

850

852

アクセント注意

※ like とほぼ同意としても使われる。

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  police station [ポリース ステイシャン]

名 警察署

☒  city hall [スィティ ホール]

名 市役所、市庁舎

☒  hotel [ホウテル]

名 ホテル

☒  pick [ピック]

動 (花など)をつむ

選ぶ (= choose)

活用 ： picked [ピックト]

– picked – picking

３単現形：picks [ピックス]

☒  invent [インヴェント]

動 ～を発明する、考案する

活用 ： invented [インヴェンティッド]

– invented – inventing

３単現形：invents [インヴェンツ]

派生語：invention [インヴェンション] ｢発明｣

☒  possible [パスィブル]

形 可能な、ありうる (⇔ impossible)

☒  impossible [インパスィブル]

形 不可能な、できない (⇔ possible)

201 ページ

発音注意

Where is the police station ?

『警察署はどこですか？』

a city hall 『市役所』… a City Hall と書くこともある。

☆ hall は ｢会館、ホール、玄関｣ の意味。

a concert hall 『コンサートホール』

I left my coat in the hall .『私は玄関にコートを忘れた。』

stay at [in] a hotel 『ホテルに泊まる』

※ せまい場所には at、広い場所には in を使うのが基本的な用法。

… at , in のどちらを使うかは、話し手の感覚によって異なる。

→【単語帳 No. 447… stay】【No. 121…at】【No. 48… in】

Who invented this machine ?

『だれがこの機械を発明したのですか？』

→【単語帳 No. 1047…machine】

The camera was invented by that man.

『そのカメラはあの男性によって考案されました。』

※ ｢～を発見する｣ は discover [ディスカヴァ]

Don’t pick flowers in this park. 『この公園の花々をつむな。』

Pick any book (that) you like.
『あなたの好きな本をどれでも選びなさい。』

※ この that は関係代名詞≪that の特別用法≫。省略することもできる。

※ any を肯定文で使うと｢どんな～でも｣の意味になる。→【No. 109…any】

pick up ~ 『～を拾い上げる、車で迎えに行く、車に乗せる』

I’ll pick you up at the station. ※ 代名詞は pick と up の間にはさむ。

『私があなたを駅で拾います[駅まで迎えに行きます]。』

853

857

858

854

856

859

855

as ~ as possible 『できるだけ～』

= as ~ as one can

→【No. 614… as】【No. 581… can】

That’s [It’s] an impossible plan.

『それは実現不可能な計画です。』

It’s impossible for me to speak French.

『私にとってフランス語を話すのは不可能です。』

※ it は仮主語(形式主語)。→ ダントツ英文法【不定詞⑤】

Is it possible to go there alone ?
『そこへ１人で行くのは可能ですか？』

※ it は仮主語(形式主語)。→ ダントツ英文法【不定詞⑤】

Come here as soon as possible.

= Come here as soon as you can.
『できるだけすぐにここに来なさい。』

※ town hall ｢町役場｣ →【No. 369 … town】

※ police officer, policeman, policewoman, police などについては【単語帳 No. 940】を参照のこと。

アクセント注意

発音注意

アクセント注意

アクセント注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  lady [レイディ] (⇔ gentleman) ※ 複数形は ladies [レイディズ]

名 婦人、女性【girl, woman よりもていねいな語】

☒  gentleman [ヂェントゥルマン] (⇔ lady)

名 紳士【man よりもていねいな語】

※ 複数形は gentlemen [ヂェントゥルメン]

☒  fan [ふぁン] 比較 fun「楽しみ」【No. 289】

名 (スポーツ･有名人などの)ファン、愛好者

扇風機、扇(おうぎ)、うちわ

☒  guest [ゲスト] (⇔ host)

名 招待客、(ホテル･レストランなどの)客

☒  host / hostess [ホウスト/ホウステス] (⇔ guest) ※ お互いに対語。

名 (お客を接待する)主人役、男性の主人

/ 女性の主人

☒  waiter / waitress [ウェイタァ/ ウェイトゥれス] ※ お互いに対語。

名 ウエーター、(男性の)給仕人

/ ウェートレス、(女性の)給仕人

☒  allow [アラウ]

動 ～を許す

活用 ： allowed [アラウド]

– allowed – allowing

３単現形：allows [アラウズ]

☒  count [カウント]

動 (～を)数える、数に入れる

活用 ： counted [カウンティド]

– counted – counting

３単現形：counts [カウンツ]
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Ladies first. 『レディファースト』

the First Lady 『大統領夫人』

Ladies and gentlemen !
『(紳士淑女の)みなさん！』

a host family『ホストファミリー』

… 留学生などがホームステイをする家庭や家族

a host mother『ホストマザー』… ホームステイ先の母親

We are having guests today.
『今日は来客があります。』

発音注意

a baseball fan = a fan of baseball 『野球ファン』

a fan letter 『ファンレター』

a fan club 『ファンクラブ、後援会』

I’m a big fan of yours .
『私はあなたの大ファンです。』

Pets are not allowed here.
『ここではペットの持ち込みは禁止されています。』

No dogs allowed. 『犬の連れ込み禁止』【掲示】

※ この表現では be 動詞が省略されている。

allow ~ to … 『～に…するのを許す』

My parents never allow me to go out after dinner.

『私の両親は夕食後の私の外出を決して許してくれません。』

※ waitress の -ess は女性を表す語尾。

Count the balls in that box.
『あの箱の中のボールを数えなさい。』

Let’s count from one to ten in English.
『英語で１から１０まで数えましょう。』

Please count me in. 『私も数に入れてください。』

※ count in ~ , count ~ in ｢～を数[勘定]に入れる｣

Don’t count on others. 『他人をあてにするな。』

→【単語帳 No. 594… other】

※ hostess の -ess は女性を表す語尾。

発音注意

count down 『数字を逆に数える』

count on ~ 『～をあて[頼り]にする』

860

861

863

862

865

866

867

864

発音注意

発音注意

アクセント注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  receive [りスィーヴ]

動 ～を受け取る、受け入れる (⇔ send)

活用 ： received [りスィーヴド]

– received – receiving

３単現形：receives [りスィーヴズ]

☒  drop [ドゥらップ]

動 落ちる、～を落とす、降ろす

名 しずく、落下、あめ玉

活用 ： dropped [ドゥらップト]

– dropped – dropping

３単現形：drops [ドゥらップス]

☒  taxi [タぁクスィ]

名 タクシー

【 taxicab [タぁクスィキぁブ] を短縮した語】

☒  ship [シップ]

名 (大型の)船

☒  boat [ボウト]

名 ボート、(小型の)船、小船

☒  subway [サブウェイ]

名 地下鉄

☒  dry [ドゥらイ]

形 乾いた、乾燥している (⇔ wet)

☒  wet [ウェット]

形 ぬれた、湿った (⇔ dry)
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dry ⇔ wet

Don’t drop the glass. 『そのコップを落とさないで。』

The temperature dropped three degrees.

『気温が３度下がりました。』

Please drop me (off) at the next corner.

『次の角で私を降ろしてください。』

The price of oil will drop soon.

『石油の価格はすぐに下がるでしょう。』

※ oil [オイル] ｢油、石油｣drop in ~『～に立ち寄る』/ drop out『脱落する、中途退学する』

a drop of rain『一滴の雨』/ a drop in prices『価格の下落』

→【単語帳 No. 1016… price】 ☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

活用

注意

~ing
注意

a taxi driver 『タクシーの運転手』

take a taxi to the airport 『空港までタクシーに乗る』

Call me a taxi . 『私にタクシーを呼んでください。』

by ship = on a ship = by sea 『船(便)で』→【単語帳 No. 551… sea】

※ ship には｢(船･列車･飛行機などで荷物を)輸送する｣の意味の 動詞 もある。

ship … 大型の船を指す。

boat … オールや小型のエンジンで動く小型の船を指す。

cross a river by boat 『ボートで川を渡る』

→【単語帳 No. 919… cross】

take a subway 『地下鉄に乗る』

※ ロンドンの地下鉄のことは the tube [チューブ] という。

tube … ｢管(かん、くだ)、筒(つつ)、(絵の具･歯磨き粉などの)チューブ｣

a dry towel 『乾いたタオル』→【単語帳 No. 1070… towel】

※ dry には｢のどが渇いている (= thirsty)、辛口の｣の意味もあり、

｢～を乾かす、干す｣という意味の動詞の用法もある。

The grass was wet. 『その草はぬれていました。』

Wet paint. 『ペンキ塗りたて』【掲示】

868

869

870

874

873

871

872

875

I received his letter. 『私は彼の手紙を受け取りました。』

He received the Nobel Prize yesterday.

『彼は昨日ノーベル賞を受賞しました。』

→【単語帳 No. 1046…prize】

Emi received a warm welcome.

『エミは温かい歓迎を受けました。』

※ receive は get よりも硬い語。

発音注意

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  spoon [スプーン]

名 スプーン、さじ

☒  knife [ナイふ]

名 ナイフ、包丁 ※ 複数形は knives

☒  fork [ふォーク]

名 フォーク、熊手

☒  return [りタ～ン]

動 ～を返す、帰る

(= go back, come back)

名 帰ること、帰宅、帰国、返却

活用 ： returned [りタ～ンド]

– returned – returning

３単現形：returns [りタ～ンズ]

☒  smoke [スモウク]

名 煙【a をつけず、複数形にもしない】

動 タバコを吸う、煙を出す

活用 ： smoked [スモウクト]

– smoked – smoking

３単現形：smokes [スモウクス]

☒  ice [アイス]

名 氷【an をつけず、複数形にもしない】

(シャーベットなどの)氷菓子

☒  fire [ふァイア]

名 火、炎【a をつけず、複数形にもしない】

火事、火災

☒  vegetable [ヴェヂタブル]

名 ≪ふつう複数形で≫ 野菜、青物

形 野菜の
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eat soup with a spoon 『スプーンでスープを食べる[飲む]』

eat steak [ステイク] with a knife and fork
『(１組の)ナイフとフォークでステーキを食べる』

※ ナイフとフォークを１組と考えるときは、fork の前には a をつけない。

※ フォークダンス (民俗舞踊)、フォークソング (民謡)の

｢フォーク｣は folk と書き、[ふォウク] と読む。

→【単語帳 No. 218… dance】

ice cream [クりーム] 『アイスクリーム』

cold as ice 『氷のように冷たい』

There was a fire near my house.
『私の家の近くで火事がありました。』

a fire fighter 『消防士』→【単語帳 No. 941】

☆ ｢花火｣は fireworks [ふぁイアワ～クス](単語１語)という。

fresh vegetables 『新鮮な野菜』

have [eat] vegetable soup 『野菜スープを飲む』

※ スープは液体なので形容詞の前にも a がつかない。

※ お箸(はし)のことは chopsticks [チャプスティックス] という。

876

878

882

877

881

883

879

880

in return (for ~ )

『(～の) お返しに、お礼として』

Tom returned from Australia last month.
『トムは先月オーストラリアから戻りました。』

= Tom came back from Australia last month.
※ 口語(話し言葉)では、go back や come back を使うほうがふつう。

Return the book to the library by Saturday.

『土曜日までにその本を図書館に返しなさい。』

I’m waiting for your return.
『私はあなたの帰り[帰宅 /帰国]を待っています。』

Many happy returns (of the day). 【お祝いなどでのあいさつ】

『今日の良き日が何度もめぐってきますように。』

There is no smoke without fire.
『火のないところに煙は立たぬ。』【ことわざ】

Can [May] I smoke here ? → All right.
『ここでタバコを吸ってもいいですか？』『いいですよ。』

Do you mind if I smoke ? 『タバコを吸ってもいいですか？』

※ mind は「～を気にする」という意味なので、「いいですよ。/

どうぞ。」という肯定の返答は No, I don’t. / No, not at all.

などを使う。→【単語帳 No. 693…mind】も参照のこと。No smoking. 『禁煙[喫煙禁止]』【掲示】

発音注意

発音注意

アクセント注意

[ナイヴズ]
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  neck [ネック]

名 首、(衣服の)えり

☒  toe [トウ]

名 つま先、足の指

☒  knee [ニー]

名 ひざ、ひざ頭(がしら)

☒  touch [タッチ]

動 ～にさわる、触れる

名 接触、手触り

活用 ： touched [タッチト]

– touched – touching

３単現形：touches [タッチィズ]

☒  hit [ヒット]

動 ～を打つ、たたく、～に当たる

名 打撃、大当たり、ヒット

活用 ： hit [ヒット]

– hit – hitting

３単現形：hits [ヒッツ]

☒  England [イングランド] ※ 国名を言うときは Britain [ブりトゥン] がよく使われる。

名 イングランド【グレートブリテン島からスコットランド地方、ウェールズ地方をのぞいた地域】

(いわゆる)イギリス、英国【正式名は the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland】

☒  Korea [コり(ー)ア]

名 韓国、朝鮮

関連語：Korean [コりーアン] ｢韓国人｣

☒  China [チャイナ]

名 中国、中華人民共和国

【正式名は the People’s Republic of China】

関連語：Chinese [チャイニーズ] ｢中国人｣ →【No. 942】
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around my neck 『私の首(のまわり)に』 ※ neck … 頭と胴体をつなぐ部分。

比較 head … (顔を含めて)首から上の頭部全体 / face … 頭部の表面

→【単語帳 No. 395…head】、【No. 386… face】

I prayed on my knees. 『私はひざをついて祈った。』

※ pray(ed) [プれイ(ド)] ｢祈る｣

the toe of my shoe 『私の靴のつま先』→【単語帳 No. 320… shoe(s)】

→【単語帳 No. 682… foot】、【No. 596… leg】

Touch your nose.『あなたの鼻にさわりなさい。』

Don’t touch the window.『その窓にさわるな。』

He touched me on the shoulder.『彼は私の肩に触れました。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

I hit my leg against the door yesterday.

『私は昨日そのドアに(私の)脚をぶつけました。』

※ 文末に yesterday があることなどから、この hit は過去形。

Emi was hit by a bike. 『エミは自転車にぶつけられました。』

※ この hit は過去分詞形。受け身(受動態)の文。

hit ~ on the … 『～の…をたたく』

Ken hit me on the head. 『ケンは私の頭をたたきました。』

※ ３単現の s がついていないので、この hit は過去形。

This car is made in China. 『この車は中国製です。』

※ 受け身(受動態)の文。made は make の過去分詞形。

｢～製｣というときには、時制は現在形を使うのがふつう。

→【単語帳 No. 172…make】

☆ 通称では『韓国』は South Korea、『北朝鮮』は North Korea という。

※ 正式名： 『大韓民国』→ the republic of Korea

『朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)』

→ the Democratic People’s Republic of Korea

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

活用

注意
~ing
注意

keep in touch (with ~ ) 『(～と)連絡を取り合う』

発音注意

884

890

889

885

886

888

887

891

発音注意

発音注意

※ kingdom [キングダム] ｢王国｣, Ireland [アイア(～)ランド] ｢アイルランド(島)｣

※ republic [りパブリック] ｢共和国｣, democratic [デモクらぁティック] ｢民主主義の｣

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  king [キング]

名 王、国王 (⇔ queen)

(トランプ･チェスの)キング

☒  queen [クウィーン]

名 女王、王妃 (⇔ king)

(トランプ･チェスの)クイーン

☒  president [プれズィデント]

名 大統領、会長、学長、社長

☒  god [ガッド／ゴッド]

名 神 (⇔ goddess [ガデス] ｢女神｣ )

☒  reach [りーチ]

動 ～に着く、(～に)届く

(= get to ~ / arrive in [at] ~ )

活用 ： reached [りーチト]

– reached – reaching

３単現形：reaches [りーチィズ]

☒  explain [イクスプレイン]

動 ～を説明する

活用 ： explained [イクスプレインド]

– explained – explaining

３単現形：explains [イクスプレインズ]

☒  key [キー]

名 かぎ、(問題を解く)かぎ、手がかり

(ピアノ･コンピューターなどの)キー

☒  diary [ダイアりィ]

名 日記、日記帳
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the king of the country 『その国の国王』

King Arthur 『アーサー王』

Queen ElizabethⅡ [← the second と読む] 『エリザベス２世』

a queen of bee [ビー] 『女王バチ』

the queen of hearts 『ハートのクイーン』

Oh(,) my God ! 『おお、しまった。/ うわあ、たいへんだ。』

God bless you. 『お大事に』 ※ くしゃみをした人に対して。

※ bless [ブレス] ｢～を祝福する｣ →【単語帳 No. 1077】

President Kennedy 『ケネディ大統領』

the President of the United States of America
『アメリカ合衆国大統領』

We will reach Osaka soon. 『私たちはまもなく大阪に到着します。』

※ reach のうしろに前置詞は使わない。

Tom reached the top of the mountain finally.
『トムはついにその山の頂上に到達しました。』

The letter reached me this afternoon.
『その手紙は今日の午後私に届きました。』

☆ get to ~ →【単語帳 No. 147】/ arrive in [at] ~ →【No. 593】

Please explain this word to me.
『この単語を私に説明してください。』

※ explain の直後に me, you などをおくことはできない！

He explained why he was late.
『彼はなぜ遅れたかを説明しました。』

Meg explained how to get there.
『メグはそこへの行き方を説明しました。』

keep [write] a diary 『日記をつける』

I wrote it down in my diary. 『私はそのことを(私の)日記に書きとめた。』

Where is my key ? 『私のかぎはどこですか？』

He put a key in the lock . ※ lock →【単語帳 No. 1076】

『彼はかぎを錠(じょう)に差し込みました。』

※ ３単現の s がついていないので、この put は過去形。

892

893

894

895

896

897

898

899

king ⇔ queen

※ キリスト教 … 唯一神なので God と書く。

アクセント注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  monkey [マンキィ]

名 サル

☒  panda [パぁンダ]

名 パンダ

☒  sheep [シープ]

名 羊【単複同形】

☒  forward [ふォーワド]

副 前に、前方へ

☒  recently [りースントゥリィ]

副 最近、近ごろ 【ふつう過去形･現在完了形の文で使う】

☒  common [カモン／コモン]

形 共通の、ふつうの

ありふれた、一般の

☒  picnic [ピクニック]

名 ピクニック

☒  type [タイプ]

名 型、タイプ

活字
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900

※ 単複同形の単語には、sheep のほかにも Japanese【単語帳 No. 133】/ fish【No. 573】などがある。

I would [I’d] like to see a panda. 『私はパンダを見たい。』

※ would like to ~ ｢～したい｣ … want to ~ よりもていねいな表現。

→【単語帳 No. 612…would】【No. 162…want】

※ monkey はふつう小型で尾の長い猿のこと。チンパンジーや

ゴリラなど、大型で尾のない猿は ape [エイプ] という。

a sheep 『１匹の羊』/ two sheep 『２匹の羊』 ※ 複数形の s をつけない。

A lot of sheep are eating grass. 『たくさんの羊が草をたべています。』

※ grass [グらぁ(—)ス] ｢芝生(しばふ)、草｣

Look at that monkey. 『あのサルを見て。』

go on a picnic 『ピクニックに行く』

※ 自宅の庭で行うバーベキューなども picnic という。

look forward to ~ 『～を楽しみにしている』

※ この to は前置詞なので、後ろには名詞か動名詞を使う。

不定詞と勘違いして、動詞の原形を使わないように注意。

※ 下の例文のように、進行形で使うことが多い。

I’m looking forward to seeing you again.

『私はまたあなたに会えることを楽しみにしています。』

※ forward には｢前衛、フォワード｣

の意味の名詞の用法もある。

I haven’t seen Tom recently.

『私は最近トムに会っていません。』

※ 現在完了形≪継続≫の文。

→ ダントツ英文法【lesson83】参照。

a common language『共通語』/ common people『一般の人々』

common sense『常識、良識』 ※ sense [センス] ｢感覚、分別｣

I think (that) English is a common language.
『私は英語は共通語だと思います。』

Rainy days are common in June.
『雨の日々は６月にはごくふつうです。』

→【単語帳 No. 373… rainy】

→【単語帳 No. 404…June】

※ type には ｢～を(ワープロなどで)入力する｣ の

意味の動詞もある。

a new type of car 『新しい型[タイプ]の車』

※ この場合、of の後ろの名詞には a をつけない。

= a car of a new type

My blood type is A. 『私の血液型はＡ型です。』

※ blood [ブラッド] ｢血、血液｣

901

904

903

906

902

905

907

発音注意

アクセント注意

アクセント注意

※ 現在形では these days ｢近ごろ、このごろ｣【No. 158… these】や

nowadays [ナウアデイズ] ｢このごろ、今日(こんにち)｣ を使う。

アクセント注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  roof [るーふ]

名 屋根、屋上

☒  ceiling [スィーリング]

名 天井

☒  taste [テイスト]

動 ～の味がする、味わう

名 味、好み

活用 ： tasted [テイスティッド]

– tasted – tasting

３単現形：tastes [テイスツ]

☒  smell [スメル]

動 ～のにおいがする、～のにおいをかぐ

名 におい

活用 ： smelled [スメルド] / smelt [スメルト]

– smelled / smelt – smelling

３単現形：smells [スメルズ]

☒  gym [ヂム]

名 体育館、ジム

☒  airport [エアポート]

名 空港、飛行場

☒  bridge [ブりッヂ]

名 橋、橋渡し
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How does it taste ? 『お味はどうですか？』

→ It tastes good [delicious]. 『おいしいです。』

I tasted the soup. 『私はそのスープの味見をしました。』

Sugar has a sweet taste. 『砂糖は甘い味がします。』

He has good taste in clothes. 『彼は服の趣味が良い。』

→【単語帳 No. 1068… clothes】

※ 過去形･過去分詞形が２種類ある。

This dish smells good [delicious].

『この料理はおいしそうなにおいがします。』

※ dish ｢(一皿の)料理｣ →【単語帳 No. 639】

Meg smelled [smelt] the flowers.

『メグはその花々のにおいをかぎました。』

a nice smell 『よいにおい』/ a bad smell『悪臭』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

play volleyball in the gym 『体育館でバレーボールをする』

a gym suit 『体操服』

※ suit [スート] ｢スーツ、背広上下｣ →【単語帳 No. 1067】

Narita Airport 『成田空港』

Kansai International Airport 『関西国際空港』

※ international ｢国際的な、国家間の｣ →【単語帳 No. 946】

cross a bridge 『橋を渡る』/ build a bridge 『橋を作る』

London Bridge 『ロンドン橋』 ※ 橋の固有名詞にはふつう the をつけない。

908

911

913

912

910

909

914

Look at that red roof. 『あの赤い屋根を見て。』

There are a lot of birds on the roof . 『屋根の上にたくさんの鳥がいます。』

※ 複数形は roofs [るーふス] という特別な形になる。(ふつう、f, fe で終わる語の複数形は、f が v に変わって

es をつける。例 leaf (葉) → leaves, knife (ナイフ) → knives, life (生活、命) → lives など)

There is a fly on the ceiling. 『天井にハエがとまっています。』

※ 視覚的には ｢天井の下｣ になるが、under ではなく on を使う。

on the wall ｢壁に｣と同様の考え方。

→【単語帳 No. 55… on】、【No. 578…wall】on the ceiling 『天井に』

アクセント注意

※ gymnasium [ヂムネイズィアム] の略語

発音注意

発音注意

発音注意

発音注意

☆ port [ポート] … (商船の泊まる人工的な)港、港町 / harbor [ハーバァ] … (船が停泊できる場所としての)港
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  headache [ヘデイク]

名 頭痛

☒  stomachache [スタマクエイク]

名 胃痛、腹痛

☒  toothache [トゥーすエイク]

名 歯痛

☒  fever [ふィーヴァ]

名 (病気の)熱、熱狂

☒  cross [クろ(ー)ス]

動 ～を横切る、交差させる

名 十字架、十字記号(＋、×)

活用 ： crossed [クろ(ー)スト]

– crossed – crossing

３単現形：crosses [クろ(ー)スィズ]

☒  blow [ブロウ]

動 (風が)吹く、鼻をかむ

活用 ： blew [ブルー]

– blown [ブロウン] – blowing

３単現形：blows [ブロウズ]

☒  peace [ピース]

名 平和【基本的には a をつけず、複数形にもしない】(⇔ war)

やすらぎ、平穏

☒  war [ウォーァ]

名 戦争、争い (⇔ peace)

209 ページ

※ stomach には ｢胃｣ のほかにも ｢腹、腹部｣ の意味がある。→【単語帳 No. 440】

I have a (bad) headache. 『私は(ひどく)頭痛がします。』

→【単語帳 No. 395…head】、【No. 1100…ache】

I have a stomachache. 『私はおなか[胃]が痛い。』

→【単語帳 No. 1100…ache】

I have a toothache. 『私は歯が痛い。』

→【単語帳 No. 669… tooth】、【No. 1100…ache】

I have a (high) fever. 『私は(高)熱があります。』

※ ｢花粉症｣ は hay [ヘイ] fever という。

Don’t cross the street here. 『ここで道路を横断するな。』

They crossed the river in a boat.
『彼らはボートでその川を渡りました。』

cross one’s arms [legs] 『腕[脚]を組む』

Emi crossed her legs. 『エミは(彼女の)脚を組みました。』

No crossing. 『横断禁止』【標識】

It [The wind] is blowing hard. 『風が強く吹いています。』

These leaves were blown off by the strong wind.

『これらの葉は強風によって吹き飛ばされました。』

※ blow off ~ ｢～を吹き飛ばす｣ →【単語帳 No. 604…off】

Blow your nose. 『(あなたの)鼻をかみなさい。』

the Red Cross 『赤十字社』/ the Southern [サざン] Cross 『南十字星』→【単語帳 No. 814… southern】

war … 国と国のあいだの大きな戦争。

battle [バぁトゥル] … ある地域での戦争、紛争。

fight [ふァイト] … 人と人とのけんか、個人的な格闘。

world peace『世界平和』

the Nobel Peace Prize『ノーベル平和賞』

peace of mind 『心の平穏』

War and Peace『戦争と平和』 ※ トルストイの作品

win [lose] a war『戦争に勝つ[負ける]』

World War Ⅱ [トゥー] 『第２次世界大戦』

915

922

920

918

916

917

921

919

アクセント注意

アクセント注意

アクセント注意

※ blue (青) の同音語 →【No. 67】

peace ⇔ war

※ piece (かけら、破片) の同音語 →【単語帳 No. 828】
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  floor [ふローァ]

名 床、階

☒  gate [ゲイト]

名 門、出入り口、搭乗口

☒  mailbox [メイルバックス]

名 郵便ポスト、郵便受け

☒  garage [ガらージ]

名 ガレージ、車庫

☒  sofa [ソウふァ]

名 ソファ、長いす

☒  thin [すィン]

形 うすい、細い (⇔ thick)

やせた (⇔ fat)

(= slim, slender [スレンダァ])

☒  thick [すィック]

形 厚い (⇔ thin)、太い

(液体･霧などが)濃い、密集した

☒  coat [コウト]

名 コート、上着、オーバーコート

☒  jacket [ヂぁケット]

名 ジャケット、ジャンパー

(本などの)カバー

☒  skirt [スカ～ト]

名 スカート
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sit on the floor 『床の上に座る』

first floor 『１階』/ second floor 『２階』

our school gate 『私たちの学校の門、校門』

a main [back] gate 『正門[裏門]』

※ main [メイン] ｢おもな、主要な｣ →【単語帳 No. 1117… chief】

go through the gate 『門をくぐり抜ける』

☆ イギリス英語では postbox, letter box ともいう。

a house with a garage 『車庫つきの家』

garage sale [セイル] … 不用になった家具･衣類などを自分の家の

ガレージや庭先などに並べて安く売ること。

発音注意

発音注意 sit on a sofa 『ソファに座る』

※ ひじかけのあるいすなどに深く座るときには sit in ~ を使う。
￥

→【単語帳 No. 153… sit】

発音注意

な

a thin magazine『薄い雑誌』

He looked thin.『彼はやせて見えました。』※ thin は病的にやせている。

※ 日本人が体型についていう｢スマート(smart)｣に｢やせている｣と

いう意味はなく、『抜け目がない、りこうな』という意味で使う。

『やせている』の意味では slim や slender を使うのがふつう。

→【単語帳 No. 689… clever】も参照のこと。

Put on your coat. 『あなたのコートを着なさい。』

Take off your coat. 『あなたのコートを脱ぎなさい。』

a thick book 『ぶ厚い本』(⇔ a thin book『薄い本』)

a thick forest 『深い森、密林』→【単語帳 No. 949… forest】

coat … 上着全般を指すが、とくに丈の長い上着のこと。

jacket … coat の中で、とくに丈の短い上着のこと。

Show me your jacket . 『あなたの上着を私に見せて。』

※ jacket には ｢表紙の上に用いる紙、カバー｣の意味もある。

英語では cover は｢表紙｣のことをあらわす。

wear a red skirt 『赤いスカートをはいている』

※ wear ｢身に着けている｣ →【単語帳 No. 576】

923

925

924

928

929

927

932

931

930

926

発音注意

発音注意

※ 両開きの門は gates [ゲイツ] になる。

※ イギリスでは１階を ground [グらウンド] floor、２階を first floor、３階を second floor … とあらわす。

発音注意

アクセント注意

※ catch の過去形の caught [コート] とは違う発音。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  event [イヴェント]

名 出来事、事件、イベント、行事

競技の種目

☒  Christmas [クりスマス]

名 クリスマス

(= Christmas Day)

☒  festival [ふェスティヴァル]

名 祭り、…祭、お祝い

☒  contest [カンテスト]

名 コンテスト、競走、コンクール

☒  fat [ふぁット]

形 太った、肥満の、脂肪の多い (⇔ thin)

名 脂肪、脂身(あぶらみ)【a をつけず、複数形なし】

☒  deep [ディープ]

形 深い (⇔ shallow ｢浅い｣【No. 1120】)

濃い (= dark【No. 449】)

☒  engineer [エンヂニア]

名 技師、技術者、エンジニア

☒  police officer [ポリース オーふィサァ]

名 警察官、警官、巡査

☒  fire fighter [ふァイア ふァイタァ]

名 消防士
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school event(s) 『学校行事』

the main event 『メイン[メーン]イベント』

※ main [メイン] ｢おもな、主要な｣ →【No. 1117… chief】

a music festival 『音楽祭』/ a film festival 『映画祭』

the New Year’s festival 『正月のお祝い』

Merry [メりィ] Christmas ! 『クリスマスおめでとう！』

a Christmas present [card] 『クリスマスプレゼント[カード]』

Christmas Eve 『クリスマスイブ、クリスマス前夜』

※ eve [イーヴ] ｢(祝祭日の)前夜、前日｣

a speech contest 『スピーチコンテスト、弁論大会』

→【単語帳 No. 974… speech】

a singing contest 『合唱コンクール』

a fat child 『太った子供』/ fat meat 『脂肪の多い肉』

the fat of meat 『肉の脂肪[脂身(あぶらみ)]』

put on fat 『脂肪がつく、太る』

about five meters deep 『約５メートルの深さ』

take a deep breath [ブれす] 『深呼吸をする』

deep [dark] blue 『濃い青色』

アクセント注意

a mechanical [メキぁニクル] engineer 『機械技師』

☆ 語尾が -eer の語は 語尾のある文節を強く発音する。

例 pioneer [パイオニア]『開拓者、先駆者』

volunteer [ヴァランティア] →【単語帳 No. 1093】

Excuse me, officer.

『すみません、おまわりさん。』

☆ policeman, policewoman という語もあるが、

最近は男女を区別する表現は避ける傾向にある。

※ firefighter と１語で書くこともある。

※ 以前はよく fireman という語がよく使われたが、

男女平等の観点から、最近は使うことが少ない。

933

936

935

934

937

940

938

939

941

※ police … the police で ｢警察、警察官(全体)｣の意味になる。the police は複数扱い。

a police box 『交番』/ a police car 『パトカー』/ Call the police. 『警察を呼んで。』

The police are looking for the lost child. 『警察はその迷子の子供を探しています。』

☆ ｢消防署｣… fire department [ディパートメント]

アクセント注意

発音注意

※ officer は｢役人｣ の意味。officer だけでも｢警官｣の意味になる。

アクセント注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  Chinese [チャイニーズ]

名 中国人【単複同形】、中国語

≪the Chinese で≫ 中国人(全体)

形 中国の、中国人の、中国語の

☒  French [ふれンチ]

名 フランス語

≪the French で≫ フランス人(全体)

形 フランスの、フランス人の、フランス語の

☒  island [アイランド]

名 島

☒  ocean [オウシャン]

名 大洋、海洋

☒  international [インタナぁショヌル]

形 国際的な、国家間の

(⇔ domestic [ドメスティック] ｢国内の、家庭内の｣)

☒  none [ナン]

代 だれも～ない、どれも～ない

☒  else [エルス]

副 そのほかに、ほかに

212 ページ

発音注意

※ 原則的には単数扱い。

≪ none of + 名詞の複数形≫ の

場合は、複数形扱いがふつう。

None of us like(s) the singer.

『私たちのだれもその歌手が好きではありません。』

You will get none of this. 『あなたは(これの)何も手に入りません。』

None of your business. 『余計なお世話です。/ きみには関係ない。』

→【単語帳 No. 1017…business】、【No. 693…mind】も参照のこと。

something [anything] else 『何かほかのもの』/ someone [anyone] else 『だれかほかの人』

※ else はふつう some— , any— , no— などの語のうしろや、疑問詞(what、who など)のうしろに使う。

Do you need anything else ? 『あなたはほかに何か必要ですか？』

What else did he say ? 『彼はそのほかに何と言いましたか？』

Chinese characters [キぁらクタァズ]『漢字』

※ character(s) ｢登場人物、文字、人格｣

Meg can speak French.
『メグはフランス語を話すことができます。』

☆「１人の(男性の)フランス人」… a Frenchman
「１人の(女性の)フランス人」… a Frenchwoman

That girl is French. 『あの少女はフランス人です。』

a Chinese 『１人の中国人』

two Chinese 『２人の中国人』

※ ２人以上でも複数形の s をつけない。

… Japanese (日本人)【No. 133】も同様。

I want to study Chinese. 『私は中国語を勉強したい。』

His father is Chinese. 『彼の父は中国人です。』

= His father is a Chinese. ※ 下の Chinese は 名詞

※ 上の表現( 形容詞 )の表現のほうがふつう。

関連語：China【単語帳 No. 891】

発音注意

発音注意

※ ocean は比較的 ｢大きい海・大洋｣ を

指すが、アメリカでは sea の代わりと

しても使われる。→【No. 551… sea】

the Pacific [パスィふィック] Ocean 『太平洋』

the Atlantic [アトラぁンティック] Ocean 『大西洋』

the Indian [インディアン] Ocean 『インド洋』

※ 国名のインドは India と書き、[インディア] と発音する。

sail across the Pacific Ocean 『船で太平洋を横断する』

※ sail [セイル] ｢航海する、出航する｣

the Japanese islands 『日本列島』

Japan is an island country. 『日本は島国です。』

an international language 『国際語』

international trade 『国際貿易』

→【単語帳 No. 1110… trade】

※ 国名のフランスは France [ふらぁンス] と書く。

942

944

946

947

943

945

948
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  forest [ふォ(ー)れスト]

名 森、森林

☒  leaf [リーふ]

名 葉 ※ 複数形は leaves [リーヴズ]

☒  hill [ヒル]

名 丘、小山

☒  land [ラぁンド]

名 陸、陸地 (⇔ sea)、土地

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  depend [ディペンド]

動 ～に頼る

～しだいである

活用 ： depended [ディペンディド]

– depended – depending

３単現形：depends [ディペンヅ]

☒  sink [スィンク]

動 沈む、沈没する (⇔ float [ふロウト] ｢浮く｣)

名 (台所の)流し、洗面台

活用 ： sank [サぁンク] / sunk [サンク]

– sunk – sinking

３単現形：sinks [スィンクス]

☒  Asia [エイジャ]

名 アジア

☒  Europe [ユ(ア)ロプ]

名 ヨーロッパ、欧州
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a rain forest 『熱帯雨林』

There are a lot of lions in that forest.

『あの森にはたくさんのライオンがいます。』

a green leaf / green leaves 『緑色の葉』

a fallen leaf / fallen leaves 『落ち葉』

※ ｢根｣は root [るート]、｢枝｣は branch [ブらぁンチ] という。

tree【単語帳 No. 378】も参照のこと。

from the top of the hill 『(その)丘の頂上から』

→【単語帳 No. 989… top】

travel by land 『陸路で旅行する』

rich land『肥えた土地』/ poor land『やせた土地』

※ ｢国、国土｣ の意味では country を使うのがふつう。→【No. 318】

※ land には｢着陸する、上陸する｣の意味の動詞もある。(｢離陸する｣は take off →【No. 140… take】)

Our plane landed at Narita. 『私たちの飛行機は成田に着陸しました。』

depend on [upon] ~ 『～に頼る、～しだいである』

※ upon [アパン] ｢～の上に｣ … on よりも形式的な語。

You can depend on him. 『あなたは彼を頼りにできます。』

It [That] depends on the weather.『それは天気しだいです。』

It [That] (all) depends. 『それは時と場合によります。』

The ship sank [sunk] in the ocean.
『その船は海に沈みました。』

That boat is sinking in the lake.
『あのボートは湖に沈みかかっています。』

※ boat は [ボウト] と読む。→【単語帳 No. 872】

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

Japan is in Asia. 『日本はアジアにあります。』

Southeast [サウすィースト] Asia 『東南アジア』

※ Asian [エイジャン] ｢アジア人｣ 名詞 / ｢アジアの、アジア人の｣ 形容詞

fly to Europe 『ヨーロッパへ飛行機で行く』

※ European [ユらピーアン] ｢ヨーロッパ人｣ 名詞

｢ヨーロッパの、ヨーロッパ人の｣ 形容詞

949

950

951

952

953

954

955

956

※ イギリスでは約６００メートル以下のものをさす。

※ 過去形が２種類ある

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  paper [ペイパァ]

名 紙、用紙【a をつけず、複数形にもしない】

新聞 (= newspaper)

☒  ticket [ティキット]

名 切符、チケット、乗車券、入場券

☒  comic [カミック/コミック]

形 マンガの、こっけいな、喜劇の

名 マンガ、マンガ本

☒  magazine [マぁガズィーン/マぁガズィーン]

名 雑誌

☒  lead [リード]

動 ～を導く、案内する

～の先頭に立つ、(道が)通じる

活用 ： led [レッド]

– led – leading

３単現形：leads [リーヅ]

派生語：leader [リーダァ] ｢指導者｣

☒  fill [ふィル]

動 ～を満たす、いっぱいにする

(⇔ empty ｢～を空にする｣ )

活用 ： filled [ふィルド]

– filled – filling

３単現形：fills [ふィルズ]

☒  course [コース]

名 進路、コース、過程

☒  rest [れスト]

名 休憩、ひと休み (= break)

≪the rest で≫ 残り
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a piece [sheet] of paper 『１枚の紙』

※ paper … 英語では数えられない名詞なので上記のように数える。

２枚のときは two pieces [sheets] of paper とあらわす。

a paper bag 『紙袋』 ※ a は bag についている冠詞。

today’s [a morning] paper 『今日の新聞[朝刊]』

a comic book / comic books 『マンガ本』

a comic actor [あクタァ]『喜劇俳優、コメディアン』

※ actor … ｢俳優、男優｣、｢女優｣は actress [あクトゥれス]

☆ 名詞 の用法の説明は省略します。

a weekly [ウィークリィ] magazine 『週刊誌』

a monthly [マンスリィ] magazine 『月刊誌』

a ticket for the concert 『コンサートのチケット』

a bus ticket 『バスの乗車券』

発音注意

Could [Would] you lead me to the station ?
『私を駅まで案内してくれませんか？』

※ lead … 先に立って人を連れて行く。

He led me to the bank. 『彼は私をその銀行まで案内してくれた。』

Meg always leads the class in English.
『メグは英語がいつもクラスで１番です。』

All roads lead to Rome. 『すべての道はローマに通ず。』

※ 目的を達成するためには、いくつもの方法があるということ。

fill ~ with … 『～を…でいっぱいにする』

Aki filled the glass with orange juice.

『アキはそのグラスをオレンジジュースでいっぱいにした。』

be filled with ~ 『～でいっぱいである』= be full of ~

The room is filled with boys.

『その部屋は少年たちでいっぱいです。』

→【単語帳 No. 353… full】も参照のこと。

take [have] a rest 『休息をとる、ひと休みする』

I need more rest. 『私はもっと休息が必要です。』 ※ ふつう s をつけない。

the rest of your life 『あなたの残りの人生』

a golf [ガルふ] course 『ゴルフコース』

change the course 『進路を変更する』

957

960

959

958

961

963

962

964

of course 『もちろん』 ※ [オふコース] または [オヴコース] と発音する。肯定をあらわす返答として良く使われる。

※ 新聞の意味では数えられる名詞。

発音注意

発音注意 アクセント注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  museum [ミューズィ(―)アム]

名 美術館、博物館

☒  restaurant [れストらント]

名 レストラン、料理店、食堂

☒  church [チャ～チ]

名 教会

礼拝、お祈り【a をつけず、複数形にもしない】

☒  theater [すィアタァ]

名 劇場、映画館

演劇

☒  hang [ハぁング]

動 ～を掛ける、つるす

掛かる、ぶら下がる

活用 ： hung [ハング]

– hung – hanging

３単現形：hangs [ハぁングズ]

☒  plant [プラぁント]

動 (植物を)植える、(種を)まく

名 植物、草木

工場、プラント (= factory [ふぁクトゥりィ] )

活用 ： planted [プラぁンティド]

– planted – planting

３単現形：plants [プラぁンツ]

☒  horse [ホース]

名 馬

☒  cow [カウ]

名 雌牛(めうし)、乳牛
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発音注意

a Japanese [Chinese] restaurant 『日本[中華]料理店』

※ 発音については【単語帳 No. 812…Paris】の説明を参照のこと。

a science museum 『科学美術館』

the British [ブりティッシュ] Museum『大英博物館』

※ British ｢イギリスの、イギリス人の｣ 形容詞

｢イギリス人｣ 名詞

an old church 『古い教会』

go to church 『教会へ行く、お祈りに行く』

※ 本来の目的である礼拝をするために教会へ

行くときは a, the などの冠詞をつけない。

a movie theater 『映画館』

※ イギリス英語では cinema [スィネマ] ｢映画館｣

go to the theater 『芝居[演劇]を見に行く』

I will hang the picture on the wall.
『私は壁にその絵[写真]を掛けるつもりです。』

Hang your coat here, please.
『あなたのコートをここに掛けてください。』

They planted a lot of flowers there.

『彼らはそこにたくさんの花々を植えました。』

Emi plants a tulip [テューリップ] every year.

『エミは毎年チューリップを(１本)植えます。』

wild plants『野生植物』/ a power [パウア] plant『発電所』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

※ cow で牛一般を指すこともある。

ride a horse 『馬に乗る』

※ ride … ｢(またいで)乗る｣ →【単語帳 No. 622… ride】

☆ 体が小さい品種の馬は pony [ポウニ] ｢ポニー｣ という。

milk a cow 『牛の乳をしぼる』

※ この milk は｢～の乳をしぼる｣の意味の 動詞 。→【単語帳 No. 80】

☆ ox [アックス] … 食肉用･労働用の成長した雄牛(おうし)。

bull [ブル] … 去勢していない成長した雄牛(おうし)。

965

968

967

969

966

970

971

972

hang up 『電話をきる、受話器を置く』

(⇔ hold on ｢電話をきらないでおく｣ ) →【単語帳 No. 687…hold】

アクセント注意

発音注意

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  mail [メイル]

名 郵便、郵便物【a をつけず、複数形にもしない】

☒  speech [スピーチ]

名 演説、スピーチ、言論

関連語：speak (話す) →【単語帳 No. 351】

☒  voice [ヴォイス]

名 声、音声

☒  poem [ポウエム]

名 (一編の)詩

☒  loud [ラウド]

形 大きな、騒々しい、うるさい (⇔ quiet)

副 大声で (= aloud [アラウド])

☒  dirty [ダ～ティ]

形 きたない、よごれた

(⇔ clean →【単語帳 No. 216】)

☒  storm [ストーム]

名 あらし、暴風雨

派生語：stormy (あらしの) →【単語帳 No. 1099】

☒  noise [ノイズ]

名 騒音、雑音、物音

☒  gesture [ヂェスチャ]

名 身ぶり、ジェスチャー

しぐさ

☒  promise [プらミス]

名 約束
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※ mail には｢～を郵送する｣の意味の 動詞 もある。

a lot of mail 『たくさんの郵便物』 ※ s をつけない。

by mail 『郵便で』

☆ ｢航空便で、エアメールで｣ … by airmail [エアメイル]

｢船(便)で｣ … by ship = by sea

make [give] a speech 『演説する』

win the speech contest 『スピーチコンテストで優勝する』

freedom [ふりーダム] of speech 『言論の自由』

in a small [loud/low] voice 『小さい[大きい /低い]声で』

I’m glad to hear your voice. 『私はあなたの声を聞けてうれしい。』

They went out in the storm. 『彼らはあらしの中を外出しました。』

My bike was broken by the storm. = The storm broke my bike.

『私の自転車は暴風雨で壊れてしまいました。』

She often writes poems. 『彼女はよく詩を書く。』

☆ ｢詩人｣のことは poet [ポウエット] という。

in a loud voice 『大声で』

loud music 『騒々しい音楽』

Speak loud. 『大声で話しなさい。』

Don’t make a noise [noises]. 『音を立てるな。うるさい。』

communicate with gestures 『ジェスチャーで意思疎通する』

※ communicate [コミュニケイト] ｢～と意思疎通する、通信する｣

What does the gesture mean ?
『そのジェスチャーは何を意味していますか？』

make a promise 『約束をする』

keep [break] one’s promise 『約束を守る[破る]』

Wash your dirty hands. 『よごれた手を洗いなさい。』

There are some dirty dishes on the table.

『テーブルの上によごれた皿が何枚かあります。』

973

974

976

975

977

979

978

980

981

982

make a noise [noises]『音を立てる』

発音注意

発音注意

発音注意

発音注意

※ promise には｢～を約束する｣の意味の動詞もある。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  alive [アライヴ] (⇔ dead)

形 生きている、生きた状態で

(= living [リヴィング] 形容詞 )

☒  ill [イル] (⇔ well)

形 病気で、気分が悪い (= sick)

副 悪く

[比較変化] ill - worse - worst

派生語：illness [イルネス] ｢病気｣

☒  crowded [クらウディド]

形 (場所･乗り物が)混雑した、満員の

☒  empty [エンプティ]

形 からの、何も入っていない (⇔ full)

☒  agree [アグりー]

動 同意する、賛成する、意見が一致する

(⇔ disagree [ディサグりー] )

活用 ： agreed [アグりード]

– agreed – agreeing

３単現形：agrees [アグりーズ]

☒  introduce [イントろデュース]

動 ～を紹介する

～を導入する

活用 ： introduced [イントろデュースト]

– introduced – introducing

３単現形：introduces [イントろデュースィズ]
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☆ crowded は crowd ｢～に群がる｣ 動詞 の過去形･過去分詞形でもある。

… crowd(s) には ｢群衆(群集)、人ごみ｣の意味の 名詞 もある。walk through crowds ｢人ごみの中を歩く｣

be crowded with ~ 『～で混雑している (← ｢～で混雑させられている｣) 』 ≪受け身(受動態)の文≫

The shop was crowded with a lot of people. 『その店はたくさんの人々で混雑していました。』

The bus was very crowded.『そのバスはとても混雑していた。』

※ 動詞 cloud の過去分詞形とも考えられる。下記の説明も参照のこと。

I found an empty house. 『私は空き家を見つけました。』

The room was empty. 『その部屋にはだれもいなかった。』

アクセント注意

I agree. 『(私は)賛成[同感]です。』

agree with〔人(~)〕『～に同意する、賛成する』

I agree with you. 『私はあなた(の意見)に賛成です。』

agree to〔事がら(…)〕『…に同意する、賛成する』

I agreed to the plan. 『私はその計画に同意しました。』

May I introduce myself ? 『自己紹介をさせてください。』

※ 自己紹介をさせてもらうときの決まり文句。

I introduced Tom to my parents.
『私はトムを私の両親に紹介しました。』

Chinese characters were introduced to Japan.
『漢字は日本に導入されました。』

→【単語帳 No. 942 … Chinese】

an empty can 『空き缶』

He is ill [sick] in bed.『彼は病気で寝ています。』

※ ふつう sick【No. 383】を使う。ill はかたい表現。

I got [became] ill [sick] last week.
『私は先週病気になりました。』

Don’t speak ill of others.『人[他人]の悪口を言うな。』

speak ill of ~ 『～の悪口を言う』

983

984

986

987

985

988

This fish is still alive . 『この魚はまだ生きています。』

※ alive は名詞の前には使えないので、｢生きている魚｣というときは

a live [ライヴ] fish または a living [リヴィング] fish という。

… live という語には、 [リヴ] と読む 動詞 ｢住む、暮らす、生きる｣と、

[ライヴ] と読む 形容詞 ｢生きている、生(なま)の｣がある。dead or alive 『死ぬか生きるか』

☆ worse, worst について →【単語帳 No. 233 … bad】

※ empty には｢～を空(から)にする｣の意味の動詞もある。

アクセント注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  top [タップ／トップ]

名 頂上、てっぺん、トップ、最上位

(⇔ bottom, foot ｢ふもと｣【No. 682 … foot】)

☒  bottom [バトム／ボトム]

名 底、下部、下位 (⇔ top)

☒  center [センタァ]

名 中心、センター、中心地

☒  middle [ミドゥル]

形 中間の、真ん中の

名 中間、真ん中、中央

☒  special [スペシャル]

形 特別な、特殊な、専門の、専攻の

(⇔ general [ヂェネらル] ｢一般的な、全体的な｣ )

名 特別なもの

☒  natural [ナぁチュらル]

形 自然の、天然の、当然の

関連語：nature [ネイチャ] ｢自然｣ →【単語帳 No. 1075】

☒  stone [ストウン]

名 小石

石材【← a をつけず、複数形にもしない】

☒  rock [ろック/らック]

名 岩、岩石

ロック(音楽)
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Bottoms up ! 『乾杯！』= Cheers [チアズ] !

※ cheer(s) [チア] ｢応援、かっさい、励まし｣ 名詞

｢～を元気づける、声援する｣ 動詞

the top of the mountain 『山の頂上』

She is at the top of her class.
『彼女はクラスで１番です。』

the bottom of the river 『川の底』

the bottom [foot] of the mountain
『山のふもと』

He is at [in] the bottom of his class.
『彼はクラスで最下位です。』

the center of a circle [サ～クル]『円の中心』

center … 場所だけに使う。厳密に中心点を指す。

middle … 場所と時間に使い、中心点とその周辺まで含む。

in the middle of ~ 『～の真ん中に』

in the middle of this month 『今月の中旬に』

the middle finger『中指』/ the middle East『中東』/ middle age『中年』→【単語帳 No. 1039 … age】

発音注意
throw a stone 『小石を投げる』

To kill two birds with one stone.

(『１つの石で２羽の鳥を殺すこと』→)『一石二鳥』【ことわざ】

This house is made of stone. 『この家は石造りです。』

※ be made of ~ ｢～でできている｣ →【No. 172 … make】

a large rock『大きい岩』/ rock (music)『ロック(音楽)』

rock climbing 『ロッククライミング、岩登り』

※ climbing は climb ｢登る｣の ~ing 形 →【No. 655 … climb】

natural foods『自然食品』

natural resources『天然資源』

※ resource(s) [りーソース(ィズ)] ｢資源、富｣

a special dinner 『特別な食事』

his special field 『彼の専門分野』→【No. 1064 … field】

top ⇔ bottom, foot

989

990

991

992

994

993

995

996

発音注意

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

※ ふつう stone よりも大きいものをさす。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  person [パ～スン]

名 人、個人【性別･年齢に関係なく】

☒  sir [サァ／サァ～]

名 あなた、先生、お客様

☒  probably [プらバブリィ]

副 たぶん、おそらく、十中八九は

☒  marry [マぁりィ]

動 (～と)結婚する (= get married to ~ )

活用 ： married [マぁりィド]

– married – marrying

３単現形：marries [マぁりィズ]

☒  shake [シェイク]

動 ～を振る、揺れる、ふるえる

活用 ： shook [シュック]

– shaken [シェイクン] – shaking

３単現形：shakes [シェイクス]

☒  century [センチュりィ]

名 世紀、１００年

☒  midnight [ミッドナイト]

名 真夜中、夜の１２時
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※ 目上・年上の男性、上司、お客などに

対する敬意を表す。訳さなくてもよい

ことが多い。

Yes, sir. 『はい、かしこまりました(、先生)。』

Good morning, sir. 『おはようございます(、先生)。』

※ 女性に対しては ma’am [マぁム] ｢奥様、先生、お嬢様｣を使う。

ma’am は madam [マぁダム] の短縮形

VIP または V. I. P. [ヴィーアイピー]『重要人物、要人』

… very important person の略。

※ 複数形 (persons) もあるが、『人々』の意味では

ふつう people を使う。→【単語帳 No. 142 … people】

Will you marry me ? 『私と結婚してくれませんか？』

※ ｢～と｣にあたる前置詞 with が必要ないことに注意！

= Will you get married to me ? ※ 上の表現がふつう。

Emi married [get married to] an American.
『エミはアメリカ人と結婚しました。』

Are you married ? 『あなたは結婚していますか？』

※ be married … 受け身の形。結婚している≪状態≫を表す。

shake hands (with ~ ) 『(～と)握手する』

They shook hands with each other.
『彼らはお互いに握手をしました。』

The ground is shaking now. 『今地面が揺れています。』

His voice shook a little. 『彼の声は少しふるえていた。』

shake one’s head 『首を横にふる』【否定･不承知の意味で】

※ ｢首を縦にふる、うなづく｣は nod [ナッド]

get married (to ~ ) 『～と結婚する』

※ この married は過去分詞形。

in the twenty-first [21th] century 『２１世紀に』

during this century 『今(こん)世紀中に』

at midnight 『真夜中に』

a midnight call 『真夜中の電話』

997

1000

1001

1002

1003

998

999

Probably not. 『多分[おそらく](～)ない。』

※ ｢たぶん、ひょっとすると｣に関する語を確率の低いほうから順に並べると、おおよそ以下のようになる。

(低) possibly → perhaps, maybe → probably (高)

It will probably rain. 『たぶん雨が降るでしょう。』

※ ８０～９０％の可能性･確率をあらわす。

Can you come soon ? → Probably not.

『あなたにすぐに来ることができますか？』『多分無理です。』

発音注意

発音注意

アクセント注意

アクセント注意

活用

注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  sock(s) [サック(ス) /ソック(ス)]

名 靴下、ソックス【ふつう複数形で】

※ ひざあたりまで長さがあるものは stocking(s) [スタッキング(ズ)]

☒  shirt [シャ～ト]

名 ワイシャツ、シャツ

☒  tie [タイ]

名 ネクタイ、ひも、つながり、引き分け

☒  silent [サイレント]

形 静かな (= quiet) (⇔ noisy, loud)

黙っている、沈黙した、無言の

☒  bright [ブらイト]

形 輝いている、鮮やかな、明るい

りこうな、頭の良い

☒  wise [ワイズ]

形 賢い、賢明な、分別のある

(⇔ foolish [ふーリッシュ] ｢ばかな、おろかな｣)

→【単語帳 No. 689 … clever】

☒  joy [ヂョイ]

名 喜び、歓喜【a をつけず、複数形にもしない】

☒  tear [ティア]

名 ≪ふつう複数形で≫ 涙

☒  goal [ゴウル]

名 ゴール、得点

☒  rule [るール]

名 規則、ルール

支配【a をつけず、複数形にもしない】
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a pair of socks 『靴下一足』

→【単語帳 No. 830 … pair】

put on white socks 『白い靴下をはく』

→【単語帳 No. 610 … put】

※ ワイシャツという言葉は、white shirt ｢白いシャツ｣の発音からできた

日本独自の言葉。英語では単に shirt と言う。

｢Ｔシャツ｣は T-shirt [ティーシャ～ト] と書く。ハイフンが必要。

wear a tie 『ネクタイをしている』→【No. 576 … wear】

※ 英語では necktie [ネクタイ] より tie を使うほうが一般的。

for joy = with joy 『喜びで、うれしさのあまり』

to one’s joy 『(～が)うれしいことには』

Her eyes were filled with tears. 『彼女の目は涙でいっぱいでした。』

burst into tears 『わっと泣き出す』

※ burst [バ～スト] ｢破裂する、はちきれる｣

score [get] a goal 『得点を入れる、１点をとる』

※ score [スコーア] ｢得点する、点数を入れる、得点、スコア、成績｣

※ 競走の『ゴール』は finish line [ライン]という。

a silent night『静かな夜』/ a silent movie『無声映画』

a silent letter『黙字(もくじ)』

… know の k , right の g, h など、発音しない文字のこと。

a bright star『明るい星』/ a bright red『鮮やかな赤色』

a bright student『頭の良い生徒』

bright … 子供が物覚えが良く、頭が良い。

wise … 理解力と、良識･判断力を持っている。

clever … 頭の働き、手先、体などが器用。→【No. 689】

a wise man 『賢い男性』

a wise decision [ディスィジョン]『賢明な決定』

→【単語帳 No. 1119 … decision】

school rules『校則』/ traffic rules『交通規則』

keep [break] the rules『約束を守る[破る]』

the rule of law [ロー]『法の支配』

1004

1006

1005

1007

1009

1012

1010

1011

1008

1013

発音注意

発音注意

☆ tie には｢～を結ぶ、つなぐ｣の意味の動詞もある。

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  opinion [オピニョン]

名 意見、考え

世論【an をつけず、複数形にもしない】

☒  reason [りーズン]

名 理由、わけ

理性、道理【← a をつけず、複数形にもしない】

☒  price [プらイス]

名 値段、価格、≪複数形で≫ 物価

犠牲、代償

☒  business [ビズネス]

名 職業、商売

☒  friendly [ふれンドゥリィ]

形 親しい、友好的な、好意的な

☒  surprising [サプらイズィング]

形 驚くべき、すばらしい

☒  captain [キぁプテン]

名 主将、キャプテン

船長、(飛行機の)機長

☒  visitor [ヴィズィタァ]

名 訪問者、来客、観光客

【観光や仕事などで訪れる人】

関連語：visit (訪れる) →【単語帳 No. 413】

☒  neighbor [ネイバァ]

名 近所の人、隣人、隣国

派生語：neighborhood [ネイバフッド] ｢近所｣
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buy ~ at a low [high] price 『～を安い[高い]価格で買う』

Prices are going up. 『物価が上がっています。』

at any price 『どんなに犠牲を払っても』→【No. 109 … any】

In my opinion, he is right. 『私の意見では、彼は正しい。』

Tell me your opinion. 『あなたの意見を私に教えて。』

(public) opinion『世論』 ※ public は省略されることもある。

Tell me the reason (why) you said so.

『あなたがそう言った理由を私に教えて。』

※ 口語では why を省略することが多い。

lose one’s reason 『理性[正気]を失う』

on business 『仕事で、用事で、商用で』

What is your father’s business ?

= What business is your father in ?

= What does your father do ?

『あなたのお父さんの仕事は何ですか？』

Aki went to Canada on business.
『アキは仕事でカナダへ行きました。』

a friendly smile『好意的なほほえみ』

friendly advice『友情のこもった忠告』→【No. 1035 … advice】

a surprising ending [エンディング]『驚くべき結末』

He is (the) captain of our baseball team. ※ the は省略可。

『彼は私たちの野球チームのキャプテンです。』

Captain Cook 『クック船長』

visitors from Germany [ヂャ～マニィ]

『ドイツからの訪問者[観光客]』

visitors from all over the world 『世界中からの観光客』

No visitors. 『面会謝絶』【掲示】

She is my neighbor. 『彼女は私の隣人[近所の人]です。』

France and Spain [スペイン] are neighbors.

『フランスとスペインは隣国です。』

※ おもに自分で経営している事業や、売買の仕事などを指す。

→ work【単語帳 No. 106】、 job【No. 513】も参照

1014

1015

1016

1017

1018

1020

1021

1019

1022
発音注意

アクセント注意

発音注意

☆【単語帳 No. 736 … surprise ｢～を驚かす、驚き｣】

【単語帳 No. 804 … surprised ｢驚いた、びっくりした｣】
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  end [エンド]

名 終わり、最後、結末 (⇔ beginning)

端、先、先端

☒  support [サポート]

名 支え、支持、扶養

☒  knowledge [ナリッヂ]

名 知識、学識、知っていること

関連語：know (知っている) →【単語帳 No. 157】

☒  step [ステップ]

名 歩み、一歩、足音、足跡、≪複数形で≫ (屋外の)階段

動 歩む

☒  truth [トゥるーす]

名 真実、事実 (⇔ lie)、真理

☒  neither [ニーざァ/ナイざァ]

接 ≪neither ~ nor … で≫

～でも…でもない

副 ≪neither ＋ (助)動詞 ＋ 主語≫

～もまた…ない

形 どちらの～も…でない

※ うしろの名詞は単数形を使う。

代 どちらも(～で)ない (⇔ either)
※ 原則的には単数扱い
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at the end of this month 『今月の終わりに』

the end of the story 『その物語の結末』

Turn left at the end of this street.
『この通りの突き当たりを左に曲がりなさい。』

come to an end 『終わる』

※ 直前の冠詞は、｢１つの～｣は a ではなく an を使い、

the は [ずィ] と発音する。

a support for the sick 『病人に対する支援』

※ end には ｢～を終わらせる (⇔ begin, start)、

終わる (= finish)｣ の意味の 動詞 もある。

end in ~ ｢～に終わる、～という結果になる｣

※ support には｢～を支える、養う、支持する｣の

意味の動詞もある。

a man of knowledge 『学識のある人』

Knowledge is power [パウア] .

『知識は力なり。』【ことわざ】

Watch your step ! 『足元に注意しなさい！』

I went up the steps. 『私は階段を上った。』

※ 屋内[家の中]の階段は stair(s) [ステア(ズ)]

→【単語帳 No. 1061…upstairs】参照。

step by step 『一歩一歩、着実に』

Tell me the truth. 『私に本当のことを教えて。』

to tell (you) the truth 『本当のことを言うと、実を言うと』

nor [ノーア] について

… ふつう neither とともに使う 接続詞 。

≪neither ~ nor …≫ のかたちで、

『～でも…でもない』の意味になる。

※ ～ と … には同等の語がはいる。

He plays neither baseball nor basketball.
『彼は野球もバスケットボールもしません。』

Neither you nor I am wrong.
『あなたも私も間違っていません。』

※ 動詞は nor の後ろの主語に合わせる。

A： I can’t swim.『私は泳げません。』

B： Neither can I. (= I can’t, either.) 『私もです。』

※ 肯定文での ｢～も(また)｣ は too を使う。→【単語帳 No. 29】

I like neither desk. 『私はどちらの机も好きではない。』

= I don’t like either desk. ※ 後ろの名詞は単数形。

I can’t believe neither of the stories.
『私はどちらの話も信じられません。』

Which do you want ? 『どっちが欲しいですか？』

→ Neither. 『どちらも欲しくありません。』

step aside『わきへどく、道をどく』

※ aside [アサイド] ｢わきに、はなれて｣

1023

1024

1026

1027

1025

1028

発音注意

☆【単語帳 No. 630…either】も参照のこと。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  million [ミリョン]

名 １００万

形 １００万の

☒  result [りザルト]

名 結果、≪ふつう複数形で≫ 成績

☒  whole [ホウル]

形 全体の、すべての、全…、まる…

名 全体、全部 (⇔ part)

同音語：hole (穴、ゴルフのホール)

☒  instead [インステッド]

副 その代わりに、そうではなく

☒  meal [ミール]

名 食事

☒  supper [サパァ]

名 夕食

【ふつう a をつけず、複数形にもしない】

※ 直前に形容詞がつくときには冠詞がつく。

☒  advice [アドヴァイス]

名 忠告、助言【an をつけず、複数形にもしない】

☒  energy [エナヂィ]

名 エネルギー、活気、精力
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millions of ~ 『何百万もの～』

a [one] million dollars『１００万ドル』/ two million people『２００万の人々』

※ この million は形容詞なので、複数形の s はつかない。→【No. 445…hundred】【No. 454… thousand】

※ result には 動詞の用法もある。

result in ~ 『～という結果になる』/ result from ~ 『～の結果として生じる』

a [one] million『１００万』/ ten million(s) 『１０００万』

※ hundred や thousand とは異なり、million は直前に２以上の数字

がつくときに複数形にすることがある。

ただし、million の後ろに数字が続くときは複数形の s をつけない。

five million six hundred thousand『５６０万』

get a good result [good results] 『良い結果を得る』

the results of the exam『その試験の成績』

the whole country『全国(民)』/ the whole world『全世界』

a whole month『まる１ヵ月』

the whole of Japan = all Japan『日本全体』

as a whole『全体として、概(がい)して』

instead of ~ 『～の代わりに』

use a pen instead of a pencil
『えんぴつの代わりにペンを使う』

I’m full of energy. 『私は活気に満ちています。』

atomic [アタミック] energy 『原子力』

solar [ソウラァ] energy 『太陽エネルギー』

Take [Follow] my advice.『私の忠告に従いなさい。』

Thank you for your advice.『ご忠告をありがとう。』

a piece of advice『１つの忠告』

a small [late] supper 『簡単な[遅い]夕食』

※ supper … ふつう、１日のうちの主要な食事を dinner というが、

早い時間帯に dinner をとった場合、その後の食事を

supper という。→【単語帳 No. 533…dinner】

a light meal 『軽い食事[軽食]』/ eat between meals『間食する』

have [eat] three meals a day『１日に３度食事をする』 ※ a ｢～につき｣

アクセント注意

発音注意

1029

1030

1032

1033

1031

1035

1034

1036

発音注意

発音注意

アクセント注意

発音注意

※ 動詞形は advise [アドヴァイズ]

… スペリング、発音のちがいに注意！

アクセント注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  certainly [サ～トゥンリィ]

副 確かに、きっと、必ず

≪返事で≫ 承知しました。もちろんです。(= sure)

☒  exactly [イグザぁクトゥリィ]

副 正確に、ちょうど、まさに、≪返事で≫ (まさに)その通り

☒  age [エイヂ]

名 年齢、時代

☒  couple [カプル]

名 １組の男女、夫婦

≪a couple of ~ で≫ ① ２つの～ (= two)

② ２、３の～ (= a few)

☒  shine [シャイン]

動 輝く、光る【自動詞】

～をみがく【他動詞】

活用 ： shone [ショウン] / shined [シャインド]

– shone / shined – shining

※ 自動詞、他動詞で活用が異なる。

３単現形：shines [シャインズ]

☒  excite [イキサイト]

動 ～を興奮させる、刺激する

活用 ： excited [イキサイティド]

– excited – exciting

３単現形：excites [イキサイツ]

☒  private [プらイヴェト]

形 個人の、私有の (= personal [パ～ソヌル]) (⇔ public)

秘密の

☒  public [パブリック]

形 公の、公共の (⇔ private)

名 一般大衆、一般の人々
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Certainly. 『承知しました。/ もちろんです。』

※ とてもていねいな肯定の表現。

友達同士や親しい間柄では、All right. /

Sure. / OK. などを使うのがふつう。

→【単語帳 No. 40… sure】も参照のこと。

Exactly. 『まさにその通りです。』

※ 返事で Yes. のかわりに使うことも多い。

a young [an old] couple 『若夫婦[老夫婦]』

※ a couple of ~ には文脈に応じて訳し方が２つある。

① a couple of cats 『２匹のネコ』

② a couple of weeks 『２、３週間』

at the age of fifteen『１５歳のときに』

He looks young for his age.『彼は(彼の)年齢のわりに若く見える。』

※ この for は ｢～のわりには｣の意味。

in the Stone Age『石器時代に』

☆ 自動詞 ｢輝く、光る｣ の活用： shine - shone - shone - shining

☆ 他動詞 ｢～をみがく｣ の活用： shine - shined - shined - shining

The sun is shining. 『太陽が輝いています。』

Her face [eyes] shone with happiness.
『彼女の顔[目]は喜びで輝きました。』

Tom shined his shoes.
『トムは(彼の)靴をみがきました。』

The story excited the child. ※ 過去形

『その物語はその子供を興奮させた。』

Don’t get excited. 『興奮するな。』 ※ 過去分詞形

= Don’t excite yourself. ※ 現在形

a private school『私立学校』

a private teacher『家庭教師』

my private opinion『私の個人的な意見』

Private.『立ち入り禁止』【掲示】

a public school『公立学校』/ a public library『公立図書館』

(public) opinion『世論』 ※ public は省略されることもある。

private ⇔ public
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発音注意

発音注意

アクセント注意

☆【単語帳 No. 788… exciting ｢興奮させるような、わくわくさせる｣】、

【単語帳 No. 803…excited ｢興奮した、わくわくした｣】も参照のこと。

発音注意

発音注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  fact [ふぁクト]

名 事実、実際

☒  prize [プらイズ]

名 賞、賞品、賞金

☒  machine [マシーン]

名 機械、機械製品

☒  tool [トゥール]

名 道具、工具

☒  feeling [ふィーリング]

名 感じ、感触、≪ふつう複数形で≫ 感情

☒  program [プろウグらぁム]

名 (催し物･放送などの)番組、プログラム

☒  usual [ユージュアル]

形 いつもの、ふだんの

☒  particular [パティキュラァ]

形 特定の、格別の

名 項目、詳細

☒  information [インふォメイション]

名 情報、知識【an をつけず、複数形にもしない】

案内所、案内係

☒  communication [コミューニケイション]

名 伝達、連絡、コミュニケーション

関連語：communicate (～と意思疎通する) →【No. 981…gesture】
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I didn’t know the fact. 『私はその事実を知らなかった。』

Fact is stranger than fiction [ふィクシャン] . 『事実は小説より奇なり。』

in fact = as a matter of fact 『実際は、実のところは、つまり』

※ 前の文の強調･訂正･要約などに使われる。→【単語帳 No. 699…matter】

I lost all feeling in my left leg.
『私は(私の)左足のすべての感触[感覚]を失った。』

He hurt my feelings. 『彼は私の感情を傷つけた。』

the Nobel Prize 『ノーベル賞』

win [take/get] (the) first prize 『１等賞をとる』

a sewing [ソウイング] machine 『ミシン』

※ ミシンはマシンの発音がなまったもの。sew [ソウ] ｢縫う、縫いつける｣

a vending [ヴェンディング] machine 『自動販売機』

※ vend [ヴェンド] ｢～を売る、行商する｣

the tools of writing『筆記用具』

※ writing [らイティング] ｢① 書くこと、筆跡 ② write の ~ing 形｣

the tools of a carpenter [カーペンタァ] 『大工道具』

a TV program 『テレビ番組』

I watched my favorite TV program.

『私は(私の)大好きなテレビ番組を見ました。』

比較級(~) than usual 『いつもよりも～』/ as usual 『いつものように』

☆ 関連語：usually (たいてい、ふつう) →【単語帳 No. 487】

What’s new ? 『何か変わったことある？』

→ Nothing particular. 『特にはありません。』

= Nothing in particular. ※ 下の particular は 名詞

in particular 『特に、とりわけ』(= particularly【単語帳 No. 1087】= especially【単語帳 No. 1086】 )

be in communication with ~

『～と通信している』

a piece of information 『ひとつの情報』

※ 数えられない名詞なので、an ~ とはできない。

a lot of [much] information 『たくさんの情報』

※ 数えられない名詞なので、many は使えない。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  market [マーケット]

名 市場(いちば)、市(いち)

市場(しじょう)、相場、市況

☒  playground [プレイグラウンド]

名 (学校などの)運動場、(公園などの)遊び場

☒  university [ユーニヴァ～スィティ]

名 (総合)大学

☒  college [カレッヂ]

名 (単科)大学

☒  easily [イーズィリィ]

副 容易に、簡単に、楽に

☒  quite [クワイト]

副 まったく、完全に

かなり、なかなか

☒  upstairs [アプステアズ] (⇔ downstairs)

形 階上の、上の階の

副 上の階へ[に、で]、階上へ[に、で]

☒  downstairs [ダウンステアズ]

(⇔ upstairs)

形 階下の、下の階の

副 下の階へ[に、で]、階下へ[に、で]
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go to (the) market 『市場へ(買い物に)行く』

※ 本来の目的である買い物に行くときは a , the などの冠詞をつけない。

the stock market 『株式市況』

※ stock [スタック] ｢在庫品、蓄え、株、株式｣

play tennis on [in] the playground
『運動場でサッカーをする』

※ ground ｢地面、グラウンド｣【No. 842】も参照のこと。

a university student 『大学生』

go to (the) university 『大学に行く、通う』

※ アメリカ英語では the をつけることも多い。

Oxford university 『オックスフォード大学』

※ 地名が前につくときは the をつけない。

go to college 『大学に行く、通う』 ※ the をつけないのがふつう。

He is in college. = He is a college student. 『彼は大学生です。』

a junior college 『短期大学』

You can find the station easily. 『その駅は簡単に見つかります。』

Don’t give up easily. 『簡単にあきらめるな。』

☆ 関連語：easy (かんたんな、やさしい、容易な) →【単語帳 No. 274】

That’s quite all right. 『ぜんぜん大丈夫です。/ ぜんぜん構いません。』

The movie is quite long. 『その映画はかなり長い。』

His song is quite good. 『彼の歌はなかなか良かった。』

※ quite は使われる状況や文脈によって、いろいろな意味になるので注意！

※ 自分が居る階の１つ下の階をさす。

※ 自分が居る階の１つ上の階をさす。

an upstairs room 『階上[２階]の部屋』

go upstairs 『上の階へ行く』

run upstairs 『上の階へ駆け上がる』

※『(室内の)階段』… stair [ステア] 。ふつう複数形 (stairs)で使う。

『(屋外の)階段』… step [ステップ] 。ふつう複数形 (steps)で使う。→【単語帳 No. 1026… step】

a downstair(s) kitchen 『階下[１階]のキッチン[台所]』

※ この場合は downstairs の語尾の s を省略することもある。

go downstairs 『下の階へ行く[降りていく]』

The bathroom is downstairs.

『トイレ[浴そう]は１階[下の階]にあります。』

1055

1056

1058

1059

1057

1060

1062

1061

※ いくつかの学部を持つ大学。

Univ. または univ. と略す。
発音注意

※ university とほぼ同意にもなる。

アクセント注意
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  suburb [サバ～ブ]

名 郊外、近郊【ふつう the suburbs の形で】

☒  field [ふィールド]

名 畑、田畑、牧草地

競技場、フィールド →【No. 846】

(学問･研究･活動の)分野、領域

☒  asleep [アスリープ]

形 眠って (⇔ awake)

☒  awake [アウェイク]

形 目が覚めて (⇔ asleep)

☒  suit [スート]

名 スーツ、背広上下

☒  clothes [クロウズ/クロウず]

名 衣服、着物【複数形で使う】

☒  sweater [スウェタァ]

名 セーター

☒  towel [タウ(エ)ル]

名 タオル

☒  handkerchief [ハぁンカチ(ー)ふ]

名 ハンカチ

☒  tissue [ティシュー]

名 ティッシュペーパー、ちり紙

(細胞などの)組織
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live in the suburb 『郊外に住む』

the suburbs of Tokyo 『東京の郊外[東京近郊]』

a field [fields] of corn [コーン] 『とうもろこし畑』

a rice field『田んぼ』/ work in the field(s) 『畑(で)仕事をする』

a football field『フットボールの競技場』/ a field day『運動会』

in the field of math『数学の分野で』

The baby is asleep. 『その赤ん坊は眠っている。』

fall asleep 『寝入る』→【単語帳 No. 326… fall】

He was awake all night. 『彼は一晩中起きていた。』

He wears a blue suit. 『彼は青いスーツを着ています。』

Tom has a lot of suits. 『トムはたくさんスーツを持っています。』

Meg has a lot of clothes. 『メグはたくさんの服を持っている。』

☆ cloth [クロ(ー)す] は ｢布、布地、ぞうきん｣の意味。

… cloth の複数形は cloths [クロ(ー)すス]で、clothes とは異なる。

suit … 男性は上着･ベスト･ズボンの１セット、女性は上着･スカートの１セット。

clothes … 性別や用途の区別なく、衣服全体。

dress … 女性のワンピース型の服。→【単語帳 No. 575】

発音注意

発音注意

発音注意

アクセント注意

wear a green sweater 『緑色のセーターを着ている』

※ 運動選手が汗 (sweat) [スウェット] をかくために

着用したのが呼び名のはじまり。

a bath towel 『バスタオル』→【単語帳 No. 577…bath】

a dish towel 『ふきん』→【単語帳 No. 639…dish】

Use this handkerchief.
『このハンカチを使いなさい。』

※ アメリカなどでは、鼻をかむためによく使われる。

toilet tissue 『トイレットペーパー』

※ ちり紙の意味で使う｢ティッシュペーパー｣は和製英語。

英語の tissue paper は｢(包装などに使われる)うすい紙｣のこと。

1063

1065

1066
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1071
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発音注意

※ 日本語との発音の違いに注意！

☆ ｢～に適する、似合う｣の

意味の 動詞 もある。

発音注意

※ awake には｢～の目を覚まさせる｣ (= wake) の意味の 動詞 もある。

→【単語帳 No. 702…wake】

asleep ⇔ awake
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  air [エア]

名 空気、大気【an をつけず、複数形にもしない】

≪the をつけて≫ 空中、空

☒  sunshine [サンシャイン]

名 日光 (= sunlight [サンライト])、ひなた

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  nature [ネイチャ]

名 自然【a をつけず、複数形にもしない】

性質、性格、天性

関連語：natural (自然の) →【単語帳 No. 994】

☒  lock [ラック]

動 ～にかぎをかける

名 錠(じょう)

活用 ： locked [ラックト]

– locked – locking

３単現形：locks [ラックス]

☒  bless [ブレス]

動 ～を祝福する

活用 ： blessed [ブレスト] / blest [ブレスト]

– blessed / blest – blessing

３単現形：blesses [ブレスィズ]

☒  a.m. (A.M.) [エイエム] ※ 略語なので、ピリオドが必要になる。p.m. (P.M.)も同様。

名 午前【夜中の１２時からお昼の１２時まで】

☒  p.m. (P.M.) [ピーエム]

名 午後【お昼の１２時から夜中の１２時まで】

228 ページ

by air 『飛行機で、空路で』(= by plane )

We can not live without air.
『私たちは空気なしでは生きられない。』

fresh air 『新鮮な空気』/ in the air 『空中に』

on the air 『(テレビ･ラジオで)放送されて』

※ 日本語では｢オンエア｣というが、英語では the が必要。

in the (warm) sunshine
『(暖かい)ひなたで』

enjoy the sunshine 『日光浴を楽しむ』

a lesson from nature 『自然からの教訓』

She has a good nature. 『彼女は気立てがいい。』

Habit is (a) second nature. 『習慣は第２の天性である。』

by nature 『生まれつき、生来』

Don’t forget to lock the door.
『そのドアにかぎをかけるのを忘れるな。』

lock out 『(人を)締め出す』

I locked myself out. 『私は部屋を締め出されました。』

※ ホテルなどで、部屋にかぎをおいたまま、ドアを閉めて

しまい、部屋の中に入れない状態をさす。

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。※ lock を開けるものが key (かぎ) →【単語帳 No. 898】

We blessed [blest] the baby .

『私たちはその赤ん坊を祝福しました。』

(God) Bless you !

『神のご加護がありますように！』

※ 英米でくしゃみをした人に対して言う表現。

言われた人は Thank you. と答える。

at 7:30 a.m. 『午前７時３０分に』

… 会話では at seven thirty in the morning のほうが一般的。

at 9 a.m. 『午前９時に』 ※ o’clock といっしょには使わない。

at 2:05 p.m. 『午後２時５分に』

… at two o [オウ] five p.m. と読む。

会話では at two five in the aftenoon のほうが一般的。

at 4 p.m. 『午後４時に』 ※ o’clock といっしょには使わない。
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アクセント注意

発音注意

発音注意

※ 過去形･過去分詞形が

それぞれ２種類ある。

※ 小文字で書くほうがふつう。

ラテン語 ante meridiem (正午より前) の略語。

※ 小文字で書くほうがふつう。

ラテン語 post meridiem (正午より後) の略語。

発音注意

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]



〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  recycling [りサイクリング]

名 再生、再利用、リサイクル

☒  plastic [プラぁスティック]

名 プラスチック、ビニール

形 プラスチック製の、ビニール製の

☒  waste [ウェイスト]

名 浪費、むだづかい

形 不用の、荒れた、不毛の

動 ～を浪費する、むだづかいする

☒  garbage [ガービッヂ]

名 生ゴミ、ごみ

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  trash [トゥらぁッシ]

名 ごみ、がらくた、くず

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  dust [ダスト]

名 ほこり、ちり、粉末【複数形なし】

☒  especially [イスペシャリィ]

副 特に、とりわけ (= particularly)

☒  particularly [パティキュラリィ]

副 特に、格別に、なかでも (= especially)

☒  success [サクセス]

名 成功 (⇔ failure)

【a をつけず、複数形にもしない】

関連語：succeed [サクスィード] (成功する)

☒  failure [ふェイリャ]

名 失敗 (⇔ success)

【a をつけず、複数形にもしない】

関連語：fail [ふェイル] (失敗する) →【No. 821】
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Let’s collect used cans for recycling.
『再利用のために空き缶を集めよう。』

※ recycle [りーサイクル] は｢再生利用する｣の意味の動詞。

a sheet of plastic 『１枚のビニールシート』

a plastic bag 『ビニール袋』

a plastic bottle = a PET bottle 『ペットボトル』

※ 最近では a PET bottle ともいうが、｢ペットボトル｣は和製英語。

It’s a waste of time. 『それは時間のむだだ。』

industrial [インダストゥりアル] waste(s) 『産業廃棄物』

waste paper 『紙くず』/ waste gas [ギぁス] 『排気ガス』

Don’t waste your time. 『(あなたの)時間を無駄にするな。』

take out garbage 『生ゴミを出す』 ※ take out ~ ｢～を持ち出す｣

a garbage truck [can] 『ゴミ収集車 [生ゴミ入れ]』

※ truck [トゥらック] ｢トラック、貨物自動車｣

※ trash はふつう garbage 以外のごみを指す。

a trash can 『ゴミ入れ』

※ can [キぁン] … ｢缶、缶詰｣の意味の名詞 →【単語帳 No. 581】

The room is full of dust . 『その部屋はほこりでいっぱいです。』

※ be full of ~ ｢～でいっぱいである｣ →【単語帳 No. 353… full】

star dust『星くず』/ gold dust『砂金』/ tea dust『粉末茶』

She especially likes math .

『彼女はとりわけ数学が好きです。』

This cake is particularly good .

『このケーキは特においしい。』

I wish your success . 『私はあなたの成功をお祈りします。』

Congratulations [コングらチュレイションズ] on your success !

『成功おめでとう！』※ congratulation(s)｢祝いの言葉、祝賀｣

end in failure 『失敗に終わる』

Failure teaches success . 『失敗は成功のもと。』【ことわざ】

success (成功) ⇔ failure (失敗)

succeed (成功する) ⇔ fail (失敗する)
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  planet [プラぁネット]

名 惑星 ※ 太陽のまわりを公転する地球･火星などの天体

☒  astronaut [あストゥろノート]

名 宇宙飛行士

(= spaceman [スペイスマぁン] という語もある)

☒  clerk [クラ～ク]

名 事務員、店員

☒  volunteer [ヴァランティァ]

名 ボランティア、志願者

☒  quietly [クワイエトゥリィ]

副 静かに、穏やかに、落ち着いて

関連語：quiet (静かな) →【単語帳 No. 524】

☒  real [りーアル]

形 本当の、真実の (= true)

本物の、現実の、実際の

☒  above [アバヴ] (⇔ below)

前 ～より上に[の]、～より高く

☒  below [ビロウ] (⇔ above)

前 ～より下に[の]、～以下の
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The earth is the third planet from the sun.

『地球は太陽から３番目の惑星です。』

Mercury [マ～キュりィ]『水星』/ Venus [ヴィーナス]『金星』/ Mars [マーズ]『火星』

Jupiter [ヂューピタァ]『木星』/ Saturn [サぁタン]『土星』/ Uranus [ユ(ア)らナス]『天王星』

Neptune [ネプテューン]『海王星』/ Pluto [プルートウ]『冥王星』(… ２００７年６月に小惑星に変更)

I want to be an astronaut in the future.

『私は将来宇宙飛行士になりたい。』

※ want to be [become] ~ ｢～になりたい｣

アクセント注意

work as a volunteer 『ボランティアとして働く』

※ volunteer を形容詞のように用いることもある。

do volunteer work 『ボランティア活動をする』

a bank clerk 『銀行員』→【単語帳 No. 418…bank】

a front desk clerk 『受付係』/ a night clerk 『夜勤係』

talk [speak] quietly 『静かに話す』

Meg closed the door quietly.

『メグはそのドアを静かに閉めました。』

real life 『実生活』/ a real story 『現実の話』

a real friend 『本当の友だち』/ a real person 『実在の人物』

☆ 関連語：really (本当に) →【単語帳 No. 28】

above all 『とりわけ、何よりもまず』

above … はなれて上のほうにあることをあらわす。必ずしも真上とは限らない。

on …表面に接触している。→【単語帳 No. 55】/ over …真上にある、またはおおっている。→【No. 211】

below … ｢～の下のほうに｣ の意味。

under … ｢～の真下に｣ の意味。

→【単語帳 No. 57】

発音注意

There is a good swimming place below this bridge.

『この橋の下によい泳ぎ場所があります。』

※ under this bridge は｢この橋の真下に｣の意味。

The temperature is ten (degrees) below zero.

『気温は零下[マイナス]１０度です。』

※ degree(s) [ディグりー(ズ)] ｢(温度･角度などの)度、程度｣

This plane is flying above the clouds.

『この飛行機は雲の上を飛んでいます。』

Above [Over] 200 people were there.

『２００人以上の人がそこにいました。』
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  challenge [チぁレンヂ]

名 挑戦、申し込み、課題、やりがい

☒  stormy [ストーミィ]

形 あらしの、暴風雨の

☒  ache [エイク]

名 痛み、うずき

☒  election [イレクション]

名 選挙、選出

☒  generally [ヂェネらリィ]

副 一般に、広く、たいてい (= usually)

☒  rather [らざァ]

副 かなり、いくぶん、やや

☒  indeed [インディード]

副 実に、本当に、まったく、実際は
【意味を強めるときに使われる】

☒  passenger [パぁセンヂャ]

名 乗客、旅客

☒  audience [オーディエンス]

名 聴衆、観客、視聴者

☒  chairman [チェアマン]

名 議長、司会者、委員長
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1098

※ chairwoman ｢女性議長｣という語もあるが、最近は男女を区別

する表現は避ける傾向にあり、chairperson [チェアパ～スン] を

使うことが多い。→【単語帳 No. 940…police officer】も参照。

a passenger train [plane] 『旅客列車[旅客機]』

There were a lot of passengers on the train.

『その列車にはたくさんの乗客が乗っていました。』

There was a large [small] audience at the concert.

『そのコンサートで観客は大勢[少数]でした。』

※ audience … 全体を１つと考え、単数形扱いにするのがふつう。

take (up) [accept] a challenge 『挑戦を受ける』

※ accept [アクセプト] ｢受け取る、応じる｣

give [offer] a challenge 『挑戦する』

※ offer [オ(—)ふァー] ｢提供(する)、申し出(る)｣

a general election『総選挙』 ※ general ｢一般的な、全体的な｣

The election will be held in May.
『その選挙は５月に行われるでしょう。』

※ challenge には｢～に挑戦する｣の意味の 動詞 もある。

I have a little ache in my left arm. 『私は左腕が少し痛い。』

※ ache は継続的で鈍い痛みを指す。pain は鋭い痛みや精神的な

痛みを指すのがふつう。→【単語帳 No. 768…pain】

a stormy night 『あらしの夜』

It’s stormy today. 『今日はあらしです。』

Don’t go out in this stormy weather.
『こんなあらしの天気 (の日)に外出するな。』

☆ 関連語：storm (あらし) →【単語帳 No. 979】

generally speaking 『一般的に言えば』

Generally speaking, women live longer than men.

『一般的に言って、女性は男性より長く生きる。』

~ rather than …『…よりもむしろ～』

would rather ~ = had rather ~ 『むしろ～したい』

Yes, indeed. 『はい、まったくそうです。』

Thank you very much indeed.
『本当にありがとうございます。』

Indeed he is old, but he is very strong.
『確かに彼は年をとっているが、とても丈夫です。』
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発音注意

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]



〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  sightseeing [サイトスィーイング]

名 観光、見物

☒  flag [ふラぁッグ]

名 旗

☒  trade [トゥれイド]

名 貿易、取り引き 【a をつけず、複数形にもしない】

☒  gun [ガン]

名 銃、拳銃、ピストル (= pistol [ピストゥル])

☒  attend [アテンド]

動 ～に出席する、専心する

活用 ： attended [アテンディド]

– attended – attending

３単現形：attends [アテンヅ]

☒  lay [レイ]

動 ～を横たえる、置く

(卵を)産む

活用 ： laid [レイド]

– laid – laying

３単現形：lays [レイズ]

☒  perhaps [パハップス]

副 もしかすると、ひょっとしたら

多分 (= maybe →【単語帳 No. 741】)

☒  possibly [パスィブリィ]

副 ひょっとしたら、ことによると

関連語：possible (可能な、ありうる) →【単語帳 No. 858】
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a sightseeing bus [tour] 『観光バス[ツアー]』

We went sightseeing in Italy [イタリィ] .

『私たちはイタリアに観光に行きました。』

We attended the meeting. ※ 前置詞は必要ない。

『私たちはそのミーティングに出席しました。』

※ 口語では go to ~ ｢～へ行く｣ を使うのがふつう。

attend to ~ 『～に専心する』

Attend to your studies. 『あなたの勉強に専心しなさい。』

She laid her baby on the bed.
『彼女は(彼女の)赤ん坊をベッドに寝かせました。』

lay out (~) 『～をならべる、設計をする、レイアウトをする』

Hens lay eggs. 『めんどりは卵を産む。』

※ hen [ヘン] … めんどり / おんどりは cock [コック] という。

☆ lie ｢横たわる｣【単語帳 No. 791】の過去形も lay になるので、しっかり区別しよう。

a machine gun『機関銃』/ an air gun『空気銃』

※ gun は大砲を含め、いろいろな銃をあらわす。

the national flag (of Japan) 『(日本の)国旗』

raise [put up] a flag 『旗を掲(かか)げる』 ※ put up ~ ｢～を掲げる｣

foreign trade 『外国貿易、海外貿易』

※ ｢商標、トレードマーク｣は trademark と書く。

… 発音は [トゥれイドマーク]

Perhaps not.『もしかすると[多分] ～ない。』

※ ｢たぶん、ひょっとすると｣に関する語を確率の低いほうから順に並べると、おおよそ以下のようになる。

(低) possibly → perhaps, maybe → probably (高)

Perhaps I’ll come home late tonight.

『もしかすると私は今夜帰宅が遅くなります。』

Will it rain today ? 『今日は雨が降りますか？』

→ Perhaps not. 『たぶん降りません。』

He will possibly come here.

『彼はひょっとしたらここに来るかもしれない。』
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  senior [スィーニャ]

名 年長者、先輩 (⇔ junior)

形 年上の、上級の (⇔ junior)

☒  chief [チーふ]

名 (組織、団体などの)長、頭(かしら)、チーフ

形 主な、主要な、最高の (= main [メイン])

☒  experience [イクスピ(ア)りエンス]

名 経験、体験

☒  decision [ディスィジョン]

名 決心、決定、結論

☒  shallow [シャロウ]

形 浅い (⇔ deep【単語帳 No. 938】)

☒  traditional [トゥらディショヌル]

形 伝統的な、伝説の、語り伝えの

☒  system [スィステム]

名 組織、制度、体系、方式

☒  habit [ハぁビット]

名 (個人の)習慣、習性、くせ

☒  custom [カスタム]

名 (国や地域社会の)慣習、しきたり

≪customs で≫ 関税、税関

☒  difference [ディふァれンス]

名 違い、相違、差

関連語：different (違った) →【単語帳 No. 714】
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a chief cook [クック] 『料理長』→【No. 267… cook】

He is my senior by three years.『彼は私の３つ年上です。』

= He is three years my senior.

a senior student『上級生』→【単語帳 No. 295… junior】

the chief of (the) police『警察署長』

※ chief は大きい組織の長に使うことが多い。

比較 the head of a school 『校長』→【No. 395…head】

traditional sport(s)『伝統的なスポーツ』

☆ 関連語：tradition (伝統) →【単語帳 No. 1129】

a shallow river『浅い川』/ a shallow dish『浅い皿』

☆ ｢せまい｣は narrow [ナぁろウ] → a narrow river『せまい川』

… narrow の反意語は wide [ワイド] → a wide river『広い川』

※ experience には｢～を体験する｣の意味の 動詞 もある。

have a good experience 『いい経験をする』

I have no experience as a teacher.

『私は先生としての経験はありません。』

make a decision = come to a decision 『決心する』

☆ 関連語：decide (決める) →【単語帳 No. 692】

the solar [ソウラァ] system『太陽系』

an education [エヂュケイション] system

= a system of education 『教育制度』

Smoking is a bad habit. 『喫煙は悪い習慣です。』

have a habit of getting up early 『早起きの習慣がある』

Each country has its own customs.
『それぞれの国に独自の慣習がある。』

→【単語帳 No. 743…own】

What is the difference between ~ and … ?
『～と…の違いは何ですか？』

make a difference 『違いが生じる』
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habit … 個人の習慣やくせをあらわす。

custom …社会や地域の規則的な慣習をあらわす。
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〔 【重要ランク順】オリジナル 英単語帳 〕

☒  guide [ガイド]

名 案内人、ガイド、案内書、手引き

☒  manner [マぁナァ]

名 ≪manners で≫ 行儀、作法、マナー

方法、やり方 (= way)

☒  homestay [ホウムステイ]

名 ホームステイ、家庭滞在

☒  tradition [トゥらディション]

名 伝統、しきたり、慣習、伝説

☒  fresh [ふれッシ]

形 新鮮な、できたての、さわやかな

☒  correct [コれクト]

形 正しい、正確な、間違いのない

☒  might [マイト] ※ may の過去形 →【単語帳 No. 583…may】参照。

助 ≪may の過去形≫

☒  various [ヴェ(ア)りアス]

形 さまざまな、いろいろな

☒  latest [レイテスト] ※ late の最上級 →【単語帳 No. 197】

形 最新の、最近の、いちばん遅い、最後の

234 ページ

She is our guide. 『彼女は私たちの案内人です。』

This is a good guide to English.
『これは英語の良い手引き書です。』

table manners 『テーブルマナー』

have good [no] manners 『行儀が良い[を知らない]』

his manner [way] of speaking 『彼の話し方』

follow [break] tradition『伝統に従う[を破る]』

☆ 関連語：traditional (伝統的な) →【No. 1121】

a two-week homestay『２週間のホームステイ』

I enjoyed my homestay in Canada.

『私はカナダでのホームステイを楽しみました。』

a correct [right] answer 『正解、正しい答え』

※ correct , right はともに｢正しい、誤りのない｣の

意味だが、right は｢道徳的に正しい｣ことを表す。

→【単語帳 No. 191…right】

fresh vegetables『新鮮な野菜』→【No. 883…vegetable】

fresh coffee『入れたてのコーヒー』→【No. 465…coffee】

various people 『さまざまな人々』

various ways 『いろいろな方法』→【No. 441…way】

the latest fashion [ふぁション]

『最新の流行[ファッション]』

at (the) latest 『遅くとも』

☆ 時制の一致を受けたときに使われる。

→ ダントツ英文法【接続詞の that…時制の一致】

※ could , would , should , might は、

現在の事実とは異なることを言ったり

希望したりする時に使う≪仮定法≫で

用いられることもある。[高校生で学習]

Tom said (that) Emi might come by noon.
『トムはエミが正午までにくるかもしれないと言いました。』

※ 主節の動詞が過去形(said)なので、that の後ろ

の文の時制も過去形になる。以下も同様。

I thought (that) my mother might be angry.
『私は(私の)母が怒っているかもしれないと思いました。』

My sister asked me if she might use the dictionary.
『私の妹は私にその辞書を使ってもよいかをたずねました。』

※ この if は「～かどうか」の意味。

※ collect (～を集める) との違いに注意。→【No. 757】
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※ late の比較級である later【単語帳 No. 422】も参照のこと。

※ ｢(人など)を案内する、指導する｣の意味の動詞もある。
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