
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ right [らイト]

形 右の、右側の (⇔ left)

正しい (⇔ wrong)

副 右へ、右に、正しく

ちょうど (= just)、まさに

名 右、右側、権利、正しいこと

同音語：write (書く)

☒ left [レふト]

形 左の、左側の (⇔ right)

副 左へ、左に

名 左、左側

動 leave の過去形･過去分詞形
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You’re right.

『あなたは正しいです。/

あなたの言う通りです。』

That’s right.

『その通りです。』

Keep right .

『右側通行』【掲示】

→【No. 626 … keep】

All right. 『よろしい。

いいですよ。無事で』

right now (= right away)

『今すぐに』

→【No. 744 … away】

human [ヒューマン] rights

『人権(←人間の権利)』

right and wrong『善と悪、

正しいことと悪いこと』

→【No. 711 …wrong】

Keep left .

(= Keep to the left . )

『左側通行』【掲示】

※ 日本やイギリスでは車は

左側通行だが、アメリカ、

カナダなどでは右側通行。

※ leave の過去形･過去分詞形も

left となるため、｢左｣の意味

の left と見た目は同じになる。

… ただし、英文のどの位置に

使われているかによって、

品詞を判断できる。

Turn to the right. (= Turn right. ) 『右に曲がりなさい。』

※ Turn right. も同じ意味。この right は 副詞。

You’ll find the station on your right.

『右手にその駅が見えるでしょう。』【道案内で】

Everyone has the right to be happy.

『だれもが幸せになる権利を持っています。』

We should try to do right.

『私たちは正しいことをするよう努力すべきです。』

I saw a big tree on the right side.『私は右側に大木を見ました。』

You’re right, Ken. 『あなたの言う通りです、ケン。』

That’s right . 『その通りです。』

※ That’s を省略して Right. だけでも同じ意味にある。疑問文の形で Right ? /

Is that right ? は『正しいですか？ そういうことですか？』の意味になる。

Are you all right ? 『(調子/具合は)大丈夫ですか？』

Turn right at the second corner. 『２番目の角で右へ曲がりなさい。』

※ Turn to the right ~ も同じ意味。この right は 名詞。

I turned right at the first traffic light.
『私は最初の交通信号で右へ曲がりました。』

※ right [らイト] と light [ライト] の発音のちがいに注意！

Is this the right bus to Tokyo ?
『これは東京行きの (正しい)バスですか？』

You should leave right now. 『あなたは今すぐに出発すべきです。』

You can see a tall building on your left .

『左手に高い建物が見えますよ。』【道案内で】

Turn to the left . (= Turn left .) 『左に曲がりなさい。』

※ Turn left. も同じ意味。この left は 副詞。

Tom threw the ball with his left hand.

『トムは左手でそのボールを投げました。』

Emi sat on my left side. 『エミは私の左側に座りました。』

Turn left at the next corner. 『次の角で左へ曲がりなさい。』

※ Turn to the left ~ も同じ意味。この left は 名詞 。

He didn’t turn left at the third traffic light.

『彼は３番目の交通信号で左へ曲がらなかった。』

I left home at eight. 『私は８時に家を出発しました。』

Ken left his key on the train.

『ケンは(彼の)かぎを電車に忘れました。』

→【単語帳 No. 898 … key】

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 〕

☒  every [エヴりィ]

形 すべての、どの…もみな

毎…、…ごとに

☒  here [ヒア] (⇔ there)

副 ここに、ここで、ここへ

名 ここ

同音語：hear (聞く)

☒  there [ぜア] (⇔ here)

副 そこに、そこで、そこへ

名 そこ、あそこ

同音語：their (彼らの /彼女らの /それらの)

they’re (they are の短縮形)
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every … 全体の中での個々に注目する。/ all … 全体を１つのまとまりとみる。→【単語帳 No. 201】

How far is it from here to the station ?

『ここからその駅まではどのくらい (遠い)ですか？』

Meg lives near here. 『メグはこの近くに住んでいます。』

Here you are. 『はい、どうぞ。』

= Here you go. = Here it is.

※ Here you are. は 店員などが

相手の求めたもの (料理や商品

など)を差し出すときに使う。

over here 『こっちに、こちらに』

Here we are.

『 (目的地に)さあ着いた。』

Here we go.

『さあ始めよう[行こう]。』

here and there 『あちこちに』

from here 『ここから』

I play tennis every day. 『私は毎日テニスをします。』

※ every の後ろには ≪名詞の単数形≫ を使う。

例 every day → ｢１日、１日の連続｣ → 結果的に『毎日』

Meg gets up early every morning. 『メグは毎朝早く起きます。』

Every student was happy to hear the news .

『すべての生徒がその知らせを聞いてうれしかった。』

※ 主語が３人称単数なので、この文では was を使っていることに注意！

The train leaves every ten minutes. 『電車は１０分おきに出発します。』

every day 『毎日』

every week 『毎週』

every year 『毎年』

every time 『毎回』

We can see Mt. Fuji from there.

『私たちはそこから富士山を見ることができます。』

go there 『そこへ行く』

① There is a [an] ~ … .

② There are ~s … .
『～があります。～がいます。』

※ この文では a, an, some, many,

a lot of などが直前についている

≪不特定の名詞≫ を使う。単数形

の名詞のときは①の文、複数形の

名詞のときは②の文を使う。

over there 『あっちに、あちらに』

here and there 『あちこちに』

from there 『そこから』

Come here, Tom. 『こっちに来て、トム。』

Here is [are] ~ . 『ここに～があります。』

※ ～の部分の名詞が単数形か複数形かによって、be 動詞を使い分ける。

Here is your camera. 『ここにあなたのカメラがあります。』

Here are some apples. 『ここにリンゴがいくつかあります。』

For here or to go ? 【ファストフード店などの店員の言葉】

『ここで召し上がりますか？ それともお持ち帰りですか？』

Here comes our teacher [the bus].

『(ほら、) 私たちの先生 [バス]が来たよ。』

※ この場合、主語･動詞に倒置がおこる。代名詞を使うときには

Here he comes. / Here it comes. のようになる。

Go there, Emi. 『そこへ行きなさい、エミ。』

※ この there は副詞なので、直前に前置詞 to は不要。

There is a book on the desk.『その机の上に本が１冊あります。』

There are some cats under the table.
『そのテーブルの下にネコが何匹かいます。』

※ ｢～があります｣の日本語訳であっても、my, hisなどの所有格や

the, this, that などの語が名詞についているときは ≪特定の語≫

になるので、There ~ の文を使わずに以下のようにあらわす。

My book is on the desk. 『私の本は机の上にあります。』

The cats are under the table.
『そのネコたちはテーブルの下にいます。』

How many students are there in your school ?

『あなたの学校には何人の生徒がいますか？』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  early [ア～リィ]

副 早く、早めに (⇔ late)

形 早い、早めの、初期の (⇔ late)

[比較変化] early - earlier - earliest

☒ late [レイト]

形 遅い、遅れた、遅刻した (⇔ early)

故…、最近の

副 遅く、遅れて、遅刻して（⇔ early）

[比較変化] late - later - latest

☒ fast [ふぁスト]

副 速く (⇔ slowly)

形 速い、(時計が)進んでいる (⇔ slow)

[比較変化] fast - faster - fastest

☒ slowly [スロウリィ]

副 ゆっくり(と)、遅く

(⇔ fast, quickly)

☒  slow [スロウ]

形 遅い、のろい (⇔ fast, quick)

(時計が)遅れている (⇔ fast)

[比較変化] slow - slower - slowest

動 遅くなる、速度を落とす
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fast … 速度や動作が『速い、速く』 ⇔

get up early 『早く起きる』

in early summer 『初夏に』

early … 時刻･時期が『早い、早く』 ⇔ late … 時刻･時期が『遅い、遅く』

slow … 速度や動作が『遅い』

slowly … 速度や動作が『遅く』

be late for ~ 『～に遅れる』

the late Mr. Brown 『故ブラウン氏』

I get up early every morning. 『私は毎朝早く起きます。』

Tom came (back) home earlier than yesterday.

『トムは昨日よりも早く帰宅しました。』

I got up late this morning. 『私は今朝遅く起きました。』

Emi went to bed late last night.

『エミは昨夜遅く寝ました。』

Meg had an early lunch today.

『メグは今日早い昼食をとりました。』

School begins in early April. 『学校は４月初旬に始まります。』

The bus was very slow. 『そのバスはとても遅かった。』

His watch was three minutes slow.

『彼の腕時計は３分遅れていました。』

Slow down ! 『徐行』【掲示】

I’m sorry (that) I’m late. 『遅れてすみません。』

Don’t be late for school. 『学校に遅れるな。』

The train was five minutes late.
『その電車は５分遅れました。』

She runs (very) fast . 『彼女は走るのが(とても)速い。』

= She is a (very) fast runner. ※ 下の fast は 形容詞 。

Don’t speak so fast. 『そんなに速く話さないで。』

Tom can swim the fastest in our class.

『トムは私たちのクラスでいちばん速く泳ぐことができる。』

Please speak more slowly. 『もっとゆっくり話してください。』

We walked slowly in the park.

『私たちは公園の中をゆっくり歩きました。』

This is the fastest train in Japan.

『これは日本でいちばん速い電車です。』

The clock is five minutes fast. 『その時計は５分進んでいます。』

quickly [クウィックリィ] ｢すばやく、急いで、速く｣ →【単語帳 No. 650】

quick [クウィック] ｢すばやい、速い｣ →【単語帳 No. 847】
200

※ 日本では、ハンバーガー などを

まとめて ｢ファーストフード｣ と

いうが、実際は fast food と書き、

[ふぁスト ふード]が正しい発音。

☆ slow には ｢ゆっくり(と)｣ の意味の 副詞 の用法もある。(= slowly)

※ later →【No. 422】、latest →【No. 1134】

発音注意
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