
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  all [オール]

形 すべての、全部の

代 すべて (のもの[こと])、全部、全員

副 すべて、まったく

☒  near [ニア]

前 ～の近くに、～の近くで (= by)

形 近い、近くの (⇔ far)

副 近くに (= close [クロウス]) (⇔ far)

[比較変化] near - nearer - nearest

☒  wait [ウェイト]

動 待つ

活用 ： waited [ウェイティド]

– waited – waiting

３単現形：waits [ウェイツ]
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wait for ~ 『～を待つ』

Summer vacation is getting near.
『夏休みが近づいています。』

Don’t sit near to the door. 『そのドアの近くに座らないで。』

all day (long) 『一日中』

all night (long) 『一晩中』

not ~ at all 『少しも～ない』

Not at all . … ≪右の例文を参照≫

after all 『結局(は)』

first of all 『まず第一に』

That’s all . … ≪右の例文を参照≫

All right.

『よろしい。いいですよ。無事で』

all over ~

『～じゅう、～のいたる所に』

in the near future 『近い将来に』

near at hand 『近くに、間近に』

All the boys went to the park.

『その少年たちはみんなその公園に行きました。』

You can borrow all these books.

『あなたはこれらの本を全部借りることができます。』

all … 全体を１つのまとまりとみる。

every … 全体の中での個々に注目する。

※ 主語よりもあとに使うときは

be 動詞・助動詞よりは後ろ、

一般動詞よりは前で使う。

参考 頻度(ひんど)をあらわす副詞

(always , often など)と同じ。

All of them were busy. 『彼らは全員忙しかった。』

= They were all busy. ※ この all は 副詞 。

We all like cats. 『私たちは全員ネコが好きです。』

Tom is the tallest of all . 『トムは全員の中で一番背が高い。』

All you need is love. (→｢あなたが必要なすべては愛です。｣)

→『あなたに必要なのは愛だけだ。』

I don’t know her at all . 『私は彼女をまったく知りません。』

Not at all . 『どういたしまして。』【イギリス英語で】

※ アメリカでは You’re welcome . を使うほうがふつう。

→【単語帳 No. 225 … welcome】

That’s all . 『それで終わりです。以上です。』

Are you all right ? 『あなたは大丈夫ですか[無事ですか]？』

That’s all right. 『かまいませんよ。』

【Thank you. や I’m sorry. などの返答として】

I want to travel all over the world. 『私は世界中を旅行したい。』

※ near は｢～の近くに｣、by は｢～のそばに｣

と訳すが、実際にはほぼ同意で使われる。

→【単語帳 No. 52 … by】

Our school is near the park.

『私たちの学校はその公園の近くにあります。』

There was a big tree near my house.

『私の家の近くに大きな木がありました。』

Is there a bus stop near here ?

『この近くにバス停がありますか？』

Where is the nearest station from here ?

『ここからいちばん近い駅はどこですか。』

Wait [Just] a minute [second/moment]. 『ちょっと待って。』

Please wait here until Tom comes.

『トムが来るまでここで待ってください。』

※ when, if, until などの後ろの文中では、未来のことも現在形であらわす。

くわしくは、かんたん英文法【時･条件を表す副詞節】を参照のこと。

Who are you waiting for ? 『あなたはだれを待っているのですか？』

→ I’m waiting for my mother. 『私は(私の)母を待っています。』

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 〕

☒  before [ビふォー(ァ)]

前 ～ (より)前に、～ (より)前の

(⇔ after)

接 ～する前に (⇔ after)

副 以前に、前に

☒  down [ダウン] (⇔ up)

副 下へ、下に、下がって、下って

前 ～を下って

～に沿って (= along)

☒ invite [インヴァイト]

動 ～を招待する、招く

活用 ： invited [インヴァイティド]

– invited – inviting

３単現形：invites [インヴァイツ]

派生語：invitation

[インヴィテイシャン] ｢招待｣
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before … 過去のある時点から考えて

｢前に、以前に｣の意味。

≪ 副詞 の用法はふつう現在完了形で使う≫

ago … 今から｢～前に｣の意味。

≪過去形の文で使う≫ →【単語帳 No. 556】

before dark 『暗くなる前に』

the day before yesterday

『おととい』

before long →【No. 242】

『まもなく、すぐに』(= soon)

the day before 『その前の日』

I usually get up before seven. 『私はたいてい７時前に起きます。』

Study English before watching TV.

= Study English before you watch TV.

『テレビを見る前に英語を勉強しなさい。』

※ 上の文の before は前置詞で、直後に動名詞を使っている。

下の文の before は接続詞。→ 後ろには 主語 + 動詞 を使う。

Come (back) home before dark. 『暗くなる前に帰宅しなさい。』

I have met that old woman before. ≪現在完了形≫

『私は以前あの老婦人に会ったことがあります。』

Tom is busier than before. 『トムは以前よりも忙しい。』

※ busier は busy の比較級形。→【単語帳 No. 253 … busy】

Wash your hands before you eat dinner.
『夕食を食べる前に手を洗いなさい。』

= Eat dinner after you wash your hands.
『手を洗ってから夕食を食べなさい。』

※ ≪時･条件≫を表す副詞節の文では、未来のことも現在形で表す。

→ かんたん英文法【時･条件を表す副詞節】

Sit down. 『座りなさい。』(⇔ Stand up.『立ちなさい。』)

Turn down the TV. 『テレビの音を小さくしなさい。』

Please write (down) your name here.

『ここにあなたの名前を書いてください。』

He cut down the tree. 『彼はその木を切り倒しました。』

※ 3 単現の s がついていないので、この cut は過去形。
go down ~ 『～に沿って行く』

(= go along ~ )

※ 道案内でよく使われる表現。

道案内をするときは、命令文の形

≪Go down ~ ≫ で始める。

☆ along →【単語帳 No. 646】

Go down this street and turn right at the second corner.

『この通りに沿って行き、２番目の角で右に曲がりなさい。』

※ この down は必ずしも ｢下り｣ を意味するわけではなく、

話し手の位置から ｢離れて遠ざかっていく様子｣ を表す。

They went down the river in the boat.

『彼らはそのボートでその川を下りました。』

He ran down the stairs. 『彼はその階段を駆け下りました。』

※ stair(s) [ステア(ズ)] ｢(屋内の)階段｣

Tom invited me to the party.

『トムは私をそのパーティに招待してくれました。』

= I was invited to the party by Tom.

『私はトムによってそのパーティーに招待されました。』

Let’s invite a lot of guests to our house.

『私たちの家にたくさんのお客さんを招待しましょう。』

Thank you for inviting me. 『ご招待ありがとう。』

※ 前置詞の後ろには、名詞か動名詞(~ing)を使う。

sit down 『すわる』

(⇔ stand up ｢立つ｣)

→【単語帳 No. 152 … stand】
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  guitar [ギター]

名 ギター

☒  violin [ヴァイオリン]

名 ヴァイオリン (バイオリン)

☒  high [ハイ] (⇔ low)

形 高い、(値段が)高い

副 高く

[比較変化] high - higher – highest

名 最高記録

同音語：hi (こんにちは)

☒  leave [リーヴ]

動 (～を)去る、出発する (⇔ arrive)

～を残す、置き忘れる

～を…のままにしておく

活用 ： left [レふト]

– left – leaving

※ 過去形･過去分詞形は left (左)と同音語

３単現形：leaves [リーヴズ]

６１ページ

207

208

209

leave ~ 『～を出発する、去る』

leave (…) for ~
『～へ向けて(…を)出発する』

※ 上記２つの意味の違いに注意！

210

high … 山や建物などに使う。

tall … 人や細長いもの (木･煙突など)に使う。

→【単語帳 No. 244 … tall】

a high school 『高校(高等学校)』

a high school student 『高校生』

play the guitar 『ギターを弾く』

※ 楽器名の前には定冠詞 the がつく。

→【単語帳 No. 10 … the】

→【単語帳 No. 239 … play】

play the violin

『ヴァイオリンを弾く』

※ 楽器名の前には定冠詞 the がつく。

→【単語帳 No. 10 … the】

→【単語帳 No. 239 … play】

I can’t play the guitar. 『私はギターを弾くことができません。』

Ken can play the guitar well.
『ケンは上手にギターを弾くことができる。』

I like playing [to play] the guitar.
『私はギターを弾くのが好きです。』

You have to [must] practice the guitar hard.
『あなたは熱心にギターを練習しなければなりません。』

Emi can play the violin very well.
『エミはとても上手にヴァイオリンを弾くことができる。』

My sister practices the violin every day.
『私の妹は毎日ヴァイオリンを練習します。』

He stopped playing the violin then.
『彼はそのときヴァイオリンを弾くのをやめました。』

How long have you learned the violin ? ≪現在完了形≫

『あなたはどのくらいヴァイオリンを習っていますか？』

→ I have learned it for ten years.
『私は１０年間それを習っています。』

アクセント注意

アクセント注意

He is a high school student. 『彼は(１人の)高校生です。』

Mt. Fuji is the highest (mountain) in Japan.

『富士山は日本でいちばん高い(山)です。』

This tower is about three hundred meters high.

『このタワー[塔]は約３００メートルの高さです。』

※ tower [タウア] ｢タワー、塔｣、meter(s) [ミーター(ズ)] ｢メートル｣

I bought it at a high price. 『私はそれを高い値段で買いました。』

The high will be 20 degrees. 『最高気温は２０度でしょう。』

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

This plane is flying high in the sky.

『この飛行機は空高く飛んでいます。』

I leave home (for school) at eight every morning.

『私は毎朝８時に (学校へ向けて)家を出発します。』

He left Tokyo. 『彼は東京を出発しました。』

He left for Tokyo. 『彼は東京へ (向けて)出発しました。』

※ 前置詞の for があるかないかによって意味が変わることに注意！

☆【単語帳 No. 192 … left】も参照のこと。

Do you want to leave a message ? 『伝言を残したいですか？』

I left my key on the train. 『私はかぎを電車に忘れました。』

Leave me alone. 『１人にしておいて。』

Don’t leave the door open. 『そのドアを開けたままにするな。』

発音注意
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