
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  over [オウヴァ]

前 おおって、～の真上に (⇔ under)

～以上に、～を越えて

(= more than ~) (⇔ under)

副 上方に、向こうへ、終わって

☒  then [ぜン]

副 そのとき (= at that time)

それから、それでは

名 そのとき

☒ ask [あスク]

動 ～をたずねる、質問する

(⇔ answer)

～を頼む、～に頼む

活用 ： asked [アスクト]

– asked – asking

３単現形：asks [アスクス]
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ask〔人〕for ~

『〔人に〕～を求める、要求する』

ask〔人〕〔物〕

『〔人〕に〔物〕をたずねる』

ask〔人〕to ~
『〔人〕に～するように頼む』

all over ~ 『～のいたる所に、～じゅうに』

over there 『あちら[あっち]に、向こうに』

⇔ over here 『こちらに、こっちに』

over and over 『何度も何度も』

just then 『ちょうどそのとき』

since then 『それ以来』

by then 『そのときまでに(は)』

before then 『それ以前に』

now and then 『ときどき』

School is over at three thirty.

『学校は３時３０分に終わります。』

Who is that boy standing over there ?

『あっちに立っているあの少年はだれですか？』

The plane went flying over.

『その飛行機は上空を飛んでいきました。』

over … 真上にある、またはおおっている。

on … 表面に接触している。→【No. 55】

above … 離れて上のほうにある。→【No. 1096】

※ over five は｢５より大きい[多い]｣の意味で

厳密に言うと、５を含めない。５を含める

ときには、five and over のように言う。

There is a bridge over the river.

『その川に(１つの)橋が架かっています。』

He jumped (over) the table.

『彼はそのテーブルを跳び越えました。』

He is over sixty. 『彼は６０歳を越えています。』

This book is for children over six.

『この本は６歳より大きい子供たち向けです。』

※ この場合、６歳は含まない。

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

I’ve not seen Tom since then. ≪現在完了形≫

『私はそれ以来トムに会っていません。』

Emi will be here by then.

『エミはそのときまでにはここに(来て)いるでしょう。』

He wasn’t at home then [at that time].
『彼はそのとき家にいなかった。』

See you then. 『またそのときにね。そのときに会いましょう。』

I went to the park, (and) then ( I ) went to the hospital.

『私は公園へ行って、(そして)それから(私は)病院へ行きました。』

May I ask you a question ? 『あなたに質問してもいいですか？』

May I ask your name, please ?

『あなたのお名前をうかがってもいいですか？』

※ What is your name ? は多少ぶっきらぼうな言い方になる。

Tom asked,“What’s this ?”

=“What’s this ?”asked Tom.

『｢これは何？｣とトムはたずねました。』

※ 下の文では、主語と動詞に倒置がおこっている。

主語が代名詞 (I, he など)のときには he asked のような語順になる。

May I ask you a favor ? 『お願いがあるのですが？』

= Will [Would] you do me a favor ?
※ favor [ふェイヴァ] ｢親切な行為｣

He asked me to come here. 『彼は私にここに来るように頼んだ。』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  during [デューりング]

前 ～の間じゅう(ずっと)、～のあいだに

☒  both [ボウす]

形 両方の、２人の、２つの、～とも

代 両方、２人とも、２つとも

接･副 ≪both ~ and … で≫ ～と…の両方とも

※ 接続詞とする解釈、副詞とする解釈の２つがある。

☒  clean [クリーン]

動 ～をきれいにする、～をそうじする

形 清潔な、きれいな (⇔ dirty)

[比較変化] clean - cleaner - cleanest

活用 ： cleaned [クリーンド]

– cleaned – cleaning

３単現形：cleans [クリーンズ]
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clean up ~『～をかたづける』

clean air 『きれいな空気』

→【単語帳 No. 1073 … air】

both (the) CDs 『(その)両方の CD』

both (the) men 『(その)男性２人とも』

※ both の後ろの the はよく省略される。

both of them 『彼ら両方とも[２人とも]』

『両方とも～ない、２人とも～ない』は

not ~ eitherまたは neitherを使う。

either →【単語帳 No. 630】/

neither →【単語帳 No. 1028】

I stayed in Osaka during the summer vacation.

『私は夏休みの間に大阪に滞在しました。』

It rained during the night. 『夜のあいだに雨が降りました。』

During my stay in London, I saw my old friend.

『ロンドンに滞在中に、私は旧友に会いました。』

= While I was staying in London, I saw my old friend.

※ while｢～する間に｣は 接続詞 なので、後ろに ≪主語 + 動詞≫ が続く。

くわしくは【単語帳 No. 694 … while】を参照のこと。

during の後ろには、ある特定の期間

( … 夏休み・私の休日など) を使う。

during the summer vacation

『夏休みの間じゅう[に]』

※ 期間の長さ(２週間、３ヶ月、長い間

など)を表すときには for を使う。

→【単語帳 No. 46 … for】

I want both (the) books. 『私は(その)両方の本がほしい。』

Both my brothers are doctors.

『私の兄は両方とも医者です。』

※ 主語よりもあとに使うときは、be 動詞や

助動詞よりも後ろ、 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 (例.

always , sometimes など)と同じ使い方。

Emi knows both of them.

『エミは彼ら両方を[二人とも]知っています。』

Both of them were kind to me.
= They were both kind to me.

『彼らは２人とも私に親切でした。』

Both of us like Meg. = We both like Meg.

『私たちは２人ともメグが好きです。』

Both of them can speak Chinese.
= They can both speak Chinese .

『彼女らは２人とも中国語を話すことができる。』

Meg can speak both English and Japanese.

『メグは英語と日本語の両方を話すことができる。』

Both Tom and Ken like cats.

『トムとケンの両方ともネコが好きです。』

Clean your room. 『あなたの部屋をそうじしなさい。』

Ken is cleaning the blackboard.

『ケンは黒板をきれいにしています。』

We cleaned the station. 『私たちはその駅を掃除しました。』

Clean up these books. 『これらの本をかたづけなさい。』

Put on clean clothes. 『きれいな衣服を着なさい。』

※ clothes [クロウズ／クロウず] →【単語帳 No. 1068】

Keep your hands clean. 『手をきれいにしておきなさい。』

Meg always keeps her room clean.

『メグはいつも彼女を部屋をきれいにしています。』

※ keep + 目的語(~) + 形容詞(…) ｢～を…にしておく｣
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  across [アクろ(－)ス]

前 ～を横切って

～の向こう側に、～の向こう側で

☒  dance [ダぁンス]

動 (～を)踊る

名 踊り、ダンス、ダンスパーティー

活用 ： danced [ダぁンスト]

– danced – dancing

３単現形：dances [ダぁンスィズ]

☒  into [イントゥ(ー)]

前 ～の中へ、～の中に (⇔ out of ~ )

～に (する、なる)

☒  find [ふァインド]

動 ～を見つける、発見する

～とわかる、気づく

活用 ： found [ふァウンド]

– found – finding

３単現形：finds [ふァインズ]
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find ~ …『～が…だとわかる』 ※ ~ には〔名詞か代名詞の目的格〕、… には〔名詞か形容詞〕を用いる。

find out ~ 『(研究･調査などによって) ～を見つけ出す、探し出す』

220

a folk dance 『フォークダンス、民俗舞踊』

※ folk [ふォウク] ｢民族の、民衆の｣

☆【単語帳 No. 878 … fork ｢フォーク｣】も参照のこと。

a bridge across the river

『(その)川にかかっている橋』

walk across the bridge

『(その)橋を歩いて渡る』

※ 橋の上を通って向こう側へ行く動作。

→【単語帳 No. 914 … bridge】

Look at that bridge across the river.

『(その)川にかかっているあの橋を見て。』

Don’t walk [go] across the street here.
『ここで通りを横断するな。』

= Don’t cross the street here.
※ cross 動詞 ｢～を横切る｣ →【単語帳 No. 919】

Can you swim across that river ?
『あなたはあの川を泳いで渡れますか？』

The bank is across the street.
『その銀行は(その)通りの向こう側にあります。』

into … そとから中への動きを表す。

in + to からできた語

in … 中にいる[ある]状態を表す。

※ 口語では into の代わりに in を

使うこともある。

Our teacher went into the classroom.
『私たちの先生はその教室に入っていきました。』

Tom looked into the box. 『トムは(その)箱の中をのぞいた。』

Put this English into Japanese.
『この英語を日本語にしなさい[訳しなさい]。』

My mother cut the cake into six pieces.
『私の母はそのケーキを６つに切り分けました。』

※ ３単現の s がついていないので、cut は過去形。

※ piece(s) [ピース(ィズ)]「かけら、破片」→【単語帳 No. 828】

Let’s dance together. 『いっしょに踊りましょう。』

I want to dance with Meg.

『私はメグといっしょに踊りたい。』

We danced to music.

『私たちは音楽にあわせて踊りました。』

Emi went to a dance.

『エミはダンスパーティーに行きました。』

※ dance という語だけで ｢ダンスパーティー｣ の

意味があり、dance party とはふつう言わない。

I can’t find my key. 『私のかぎが見つかりません。』

Where did you find the book ?

『あなたはどこでその本を見つけましたか？』

Our teacher found out who broke this window. ≪間接疑問文≫

『私たちの先生はだれがこの窓を割ったかを見つけ出しました。』

I found the book easy. 『私はその本がやさしいとわかりました。』

= I found (that) the book was easy.
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