
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ study [スタディ]

動 (～を)勉強する

名 勉強、書斎

活用 ： studied [スタディド]

– studied – studying

３単現形：studies [スタディズ]

☒  bag [バぁッグ]

名 バッグ、かばん、袋

☒ name [ネイム]

名 名前、氏名

動 ～と名づける

活用 ： named [ネイムド]

– named – naming

３単現形：names [ネイムズ]

☒ live [リヴ]

動 住む、暮らす、生きる

活用 ： lived [リヴド]

– lived – living

３単現形：lives [リヴズ]

関連語 : life (生活、生命、人生)

→【単語帳 No. 339】

３０ページ
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※ 英語で名前を言うときは

＜名前＋姓名＞の順でも

＜姓名＋名前＞の順でも

どちらの順でもよい。
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a shopping bag 『買い物袋』

→【単語帳 No. 392… shop】

a paper bag 『紙袋』

→【単語帳 No. 957…paper】

name + 目的語(~) + 補語(…)

『～を…と名づける』

I want a new bag. 『私は(１つの)新しいバッグがほしい。』

He has a blue bag. 『彼は(１つの)青いバッグを持っています。』

Meg bought a small bag yesterday.

『メグは昨日(１つの)小さいバッグを買いました。』

Whose bag is this ? → It’s Ken’s (bag).

『これはだれのバッグですか？』『それはケンの(バッグ)です。』

※ 女性が持つハンドバッグは a handbag [ハぁン(ド)バぁッグ] と書く。

handbag には『(旅行用の)手さげかばん』の意味もある。

We study English at school.

『私たちは学校で英語を勉強します。』

Study science hard. 『熱心に[一生懸命]理科を勉強しなさい。』

He is studying math now. 『彼は今数学を勉強しています。』

I have studied English for three years. ≪現在完了形≫

『私は３年間英語を(ずっと)勉強しています。』

☆ learn ｢習う、学ぶ｣ とのちがい →【単語帳 No. 584… learn】

Where do you live ? 『あなたはどこに住んでいますか？』

→ I live in Tokyo. 『私は東京に住んでいます。』

Emi lives near the park. 『エミはその公園の近くに住んでいます。』

※ 進行形 ( be 動詞 ＋ ~ing)を使った場合は、一時的に住んでいるイメージになる。

Meg lived a happy life. 『メグは幸せに暮らしました。』

※ live a happy life ｢幸せに暮らす、幸せな生活をおくる｣

We can’t live without air. 『私たちは空気がなければ生きられない。』

He lived to be eighty. 『彼は８０歳まで生きました。』

My name is Suzuki Ken [Ken Suzuki]. 『私の名前は鈴木ケンです。』

= I am Suzuki Ken [Ken Suzuki]. 『私は鈴木ケンです。』

I know the name of this flower. 『私はこの花の名前を知っています。』

Please write your name here. 『ここにあなたの名前を書いてください。』

May I ask [have] your name ? 『あなたのお名前は何ですか？』

= What’s your name ? 【←下は多少ぶっきらぼうな表現】

They named their son Tom. 『彼らは息子をトムと名づけました。』

I know a cat named Tama.

『私はタマという名のネコを知っています。』

= I know a cat which [that] was named Tama.

※ 上の文は過去分詞の形容詞用法を、下の文は関係代名詞を使った文。

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

活用

注意

※ live は≪状態≫を表す動詞なので、

ふつう進行形(~ing)にはしない。

※ alive ｢生きている｣【No. 983】も参照のこと。

発音注意

発音注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  next [ネクスト]

形 次の、今度の、隣の

来…、翌… (⇔ last)

副 次に、今度は、隣に

☒  work [ワ～ク]

動 働く、勉強する (⇔ play ｢遊ぶ｣ )

名 仕事、勉強

【a をつけず、複数形にもしない】

作品【この意味では a , the をつける】

活用 ： worked [ワ～クト]

– worked – working

３単現形：works [ワ～クス]

派生語：worker (働く人、労働者)

☒  ten [テン]

名 １０

形 １０の

３１ページ
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next week 『来週』

next month 『来月』

next year 『来年』

next time『今度は、この次は』

next to ~ 『～の隣に』

hard work 『つらい仕事』

→【単語帳 No. 179… hard】

at work

『仕事中で、(機械などが) 運転中で』

※ 時･時間を表す用法では、現在から

みて、｢今度の～、次の～｣ という

ときには next の前に the, on, in
などをつけない。

→ 右の例文の①②と③を比較。

work …『仕事』をあらわす一般的な語。

収入の有無を問わず、あらゆる

仕事を指す。

job … 収入を生む仕事や、アルバイト

などを指す。

→【単語帳 No.513】

What shall we do next ? 『次に何をしましょうか。』

Ken sat next to me. 『ケンは私の隣に座りました。』

See you next week. … ① 『来週会いましょう。』

Will you be busy next [this] Friday ? … ②

『あなたは今度の金曜日は忙しいですか？』

※ たとえば、月曜日に next Friday と言えば ｢今週の金曜日｣ をさす。

on Friday next week と言えば ｢来週の金曜日｣ になる。

The next morning, he came here. … ③

『(その)次の朝、彼はここに来ました。』

※ 過去や未来を基準点とするときには the next ~ の形になる。

The next stop is Ueno. 『次の駅[停留所]は上野です。』

Change trains at the next stop.

『次の駅[停留所]で電車を乗り換えなさい。』

My father works hard every day.
『私の父は毎日一生懸命[熱心に]働いています。』

She works for [at / in] the library.
『彼女は図書館で働いています。』

※ ≪毎日の習慣･反復≫は現在形で表現する。

Emi’s father worked as a cook.
『エミのお父さんはコックとして働いていました。』

This computer doesn’t work well.
『このコンピューターはうまく動きません[作動しません]。』

It was hard work. 『それはつらい仕事でした。』

※ ｢仕事｣ の意味の work は数えられない名詞なので、冠詞の a をつけない。

I have a lot of work to do. ※ この a は a lot of の一部。

『私にはすべき仕事がたくさんあります。』

He has not finished his work yet. ≪現在完了形≫

『彼はまだ彼の仕事を終えていません。』

He is at work now. 『彼は今仕事中です。』

= He is working now.

My father is studying the works of Picasso [ピカーソウ] .

『私の父はピカソの作品を研究しています。』

It’s ten twenty now. 『今１０時２０分です。』

Please come to my house at ten.

『私の家に１０時に来てください。』

My friend is ten (years old). 『私の友達は１０歳です。』

I need ten notebooks. 『私はノートを１０冊必要です。』

※ tenth [テンす]

｢１０番目(の)、第１０日｣

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]



〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  some [サム]

[ふつう肯定文で]

形 いくつかの、いくらかの

ある…、一部の

代 いくらか、数人、ある人たち

☒  any [エニ]

形 [疑問文で] いくつかの

いくらかの

[否定文で] 少しも (～ない)

[肯定文で] どんな～でも

代 いくらか

☒  eleven [イレヴン]

名 １１

形 １１の

３２ページ
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some day 『いつか』

some … (,) others ~

『…するものもいれば(、)

～するものもいる』

Ken’s sister is eleven (years old). 『ケンの妹は１１歳です。』

There were eleven chairs in this classroom.

『この教室にはイスが１１個ありました。』

数えられる名詞、数えられない

名詞、どちらの前でも使うこと

ができる。

some pens『何本かのペン』

some water『いくらかの水』

Do you have any sisters ? 『あなたには姉妹がいますか？』

→ No. I don’t have any sisters [have no sister(s)] .

『いいえ。私には姉妹がいません。』

Is there any water in the bottle ? 『そのビンには水がありますか？』

→ No, there isn’t. There isn’t any water [is no water] in it.

『いいえ、ありません。それの中には水がまったくありません。』

You can borrow any book in this library.

『あなたはこの図書館のどの本でも借りることができる。』
any を肯定文で使ったときは

｢どんな～でも｣の意味。

この場合、名詞は単数形になる。

Tom is taller than any other
student in my class.

『トムは私たちのクラスで他の

どの生徒よりも背が高い。』

… 最上級の文とほぼ同意。

It’s eleven forty now. 『今１１時４０分です。』

That store opens at eleven thirty.

『あの店は１１時３０分に開店します。』

I have some friends in Canada.

『私はカナダに何人か友達がいます。』

There is some milk in the glass.

『コップにいくらかの牛乳があります。』

Will you have some tea ? 『(いくらかの)紅茶でもいかがですか？』

Some students come to school by bus.

『バスで学校へ来る生徒もいます。』

Some of the girls were late for school.

『その女の子たちの何人かは学校に遅れました。』

He bought some of the books. 『彼はその本の何冊かを買いました。』

Some are busy, others are not.

『忙しい人もいれば、そうではない人もいる。』

Some like white, others like black.

『白が好きな人もいれば、黒が好きな人もいる。』

some … 肯定文で用いる。ただし、相手に Yes の返答を期待するときは疑問文でも some を使う。

any … 疑問文･否定文で使う。否定文では｢１つも～ない｣の意味になる。→【単語帳 No. 109】

Do you know any of them ? 『彼らのうちのだれかを知っていますか？』

Tom hasn’t met any of those girls. ≪現在完了形≫

= Tom has met none of those girls. ※ none →【単語帳 No. 947】

『トムはあの女の子たちのだれにも会ったことがありません。』

Any of these books will be useful for you.
『これらの本のどれでもあなたにとって役に立つでしょう。』

数えられる名詞、数えられ

ない名詞のどちらの前でも

使うことができる。

※ eleventh [イレヴンす]

｢１１番目(の)、第１１日｣

not (…) any ~ ｢１つも[１人も] ～ない｣ (= no)

発音注意

発音注意

アクセント注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ swim [スウィム]

動 泳ぐ

活用 ： swam [スワぁム]

– swum [スワム] – swimming

３単現形：swims [スウィムズ]

☒  bus [バス]

名 バス

☒ nice [ナイス]

形 すてきな、よい (= good)

親切な (= kind)

[比較変化] nice - nicer - nicest

☒ bread [ブれッド]

名 パン

【a をつけず、複数形にもしない】

☒ sing [スィング]

動 (～を)歌う、(鳥が)さえずる

活用 ： sang [サぁング]

– sung [サング] – singing

３単現形：sings [スィングズ]

関連語：song (歌) →【No. 503】

singer (歌手) →【No. 367】

３３ページ
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by bus 『バスで』

a bus stop 『バス停』

get on [off] a bus

『バスに乗る[を降りる]』

a slice [スライス] of bread
『１枚のパン』

※ slice ｢(薄い)１切れ、１枚｣

※ bread は a ~、two ~s とは

数えられないので注意！

I come to school by bus. 『私はバスで学校に来ます。』

Emi got on [off] the bus here.

『エミはここでそのバスに乗りました[を降りました]。』

That bus leaves at six. 『あのバスは６時に出ます。』

Ken missed the last bus. 『ケンは最終バスに乗り遅れた。』

Let’s take a bus to the station. 『駅までバスに乗りましょう。』

※ take はある場所へ行くために｢(乗り物)に乗る、利用する｣の意味。

We like bread very much. 『私たちはパンがとても好きです。』

I eat [have] bread for breakfast. 『私は朝食にパンを食べます。』

Tom went to the shop to buy some bread.

『トムは(いくらかの)パンを買うためにその店に行きました。』

Which do you like better, rice or bread ?

『あなたはご飯とパンではどちらが好きですか？』

→ I like bread better. 『私はパンのほうが好きです。』

114

Nice to meet you. 『はじめまして。』(= How do you do ? )

→ Nice to meet you, too. 『こちらこそはじめまして。』

※ How do you do ? →【単語帳 No. 17 … do / No. 53 … how】

Have a nice day [trip]. 『すてきな１日[ご旅行]を。』

I got a nice present from Emi.

『私はエミからすてきなプレゼントをもらいました。』

Tom is very nice to everyone. 『トムはみんなにとても親切です。』

nice … 人に与える感じやイメージ

などが『良い』

good … 質･量･程度などが『良い』
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~ing
注意

Meg can swim fast. 『メグは速く泳ぐことができます。』

He is swimming in the pool. 『彼はプールで泳いでいます。』

Let’s go swimming in the river [sea].

『川[海]に泳ぎに行きましょう。』

※ 川や海へ行く動作にではなく、川や海の中で泳ぐことに主題があるので、

to ~ ではなくて in the river [sea] になる。

☆ スポーツとしての｢水泳｣は swimming 名詞 。

Emi sings (very) well. 『エミは(とても)上手に歌います。』

または『エミは歌が (とても)上手です。』

= Emi is a (very) good singer. ※ 上の文とほぼ同意。

Tom likes to sing [singing]. 『トムは歌うのが好きです。』

※ to sing は不定詞の名詞用法、singing は動名詞。

Birds are singing in the trees. 『鳥が木々でさえずっています。』

They sang many English songs for us.

『彼らは私たちのためにたくさんの英語の歌を歌ってくれた。』

sing a song [songs] 『歌を歌う』

※ 複数形は buses [バスィズ]

発音注意

発音注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  white [(ホ)ワイト]

名 白、白人、(卵の)白身[卵白]

形 白い、白人の

☒  black [ブラぁック]

名 黒、黒人

形 黒い、黒人の

(コーヒーが)ブラックの

☒ twelve [トゥウェルヴ]

名 １２

形 １２の

☒  run [らン]

動 走る、(川などが)流れる

活用 ： ran [らぁン]

– run – running

３単現形：runs [らンズ]

☒  walk [ウォーク]

動 歩く、散歩する

名 散歩

活用 ： walked [ウォークト]

– walked – walking

３単現形：walks [ウォークス]

３４ページ
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Her brother is twelve (years old). 『彼女の弟は１２歳です。』

There are twelve months in a year. 『１年間は１２ヶ月です。』

= A year has twelve months.
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a white Christmas
『ホワイトクリスマス』

…雪のあるクリスマス

It’s twelve (o’clock). 『１２時です。』

Come here at twelve (noon). 『(昼の)１２時にここに来なさい。』

Look at that white dog. 『あの白い犬を見なさい。』

Ken’s car is white. 『ケンの車は白いです。』

Tom likes black. 『トムは黒が好きです。』

My dog is black. 『私の犬は黒いです。』

= I have a black dog. 『私は黒い犬を飼っています。』

She has black hair. 『彼女は黒髪です。』

= Her hair is black. 『彼女の髪は黒いです。』

Emi usually wears white. 『エミはたいてい白い服を着ています。』

Her hair turned white. 『彼女の髪は白くなりました。』

※ gray (灰色) に ｢白髪混じりの｣ の意味もある。→【単語帳 No. 665】

120

～ing
注意

take [have] a walk
= go for a walk 『散歩する』

run away 『逃げる』

run after ~『～を追いかける』

Let’s go for [take / have] a walk in the park.

『その公園を散歩しましょう。』

Emi took her dog for a walk.

『エミは彼女の犬を散歩に連れて行きました。』

He walks fast. 『彼は速く歩く[歩くのが速い]。』

I walk to school. 『私は学校へ歩いていきます。』

= I go to school on foot.
※ on foot『徒歩で』→【No. 682 … foot】

Walk along this street. 『この通りに沿って歩きなさい。』

Ken runs fast. 『ケンは速く走ります[走るのが速い]。』

= Ken is a fast runner. ※ runner →【単語帳 No. 397】

Tom is running in the park now.

『トムは今公園を走っています。』

The train runs between Tokyo and Osaka.
『その電車は東京－大阪間を走ります。』

This river runs through London.
『この川はロンドンを流れています。』

※ through ｢～を通って、通り抜けて｣ →【単語帳 No. 634】

The child ran after a dog. 『その子供は１匹の犬を追いかけた。』

※ twelfth [トゥウェルふす]

｢１２番目(の)、第１２日｣
… スペリングに注意！

☆ running 名詞 にはスポーツとしての

｢ランニング｣の意味もある。

☆ walking 名詞 にはスポーツとしての

｢ウォーキング｣の意味もある。

※ run には ｢～を経営する｣の意味もある。

発音注意

発音注意
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