
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  [ふィふティーン]

名 １５

形 １５の

☒ [ローング]

形 長い (⇔ short) 、～の長さがある

副 長く

[比較変化] long - longer - longest

名 長い間

☒ [ショート]

形 短い (⇔ long)

背が低い (⇔ tall)

[比較変化] short - shorter - shortest

名 半ズボン、(野球の)遊撃手

☒ [トール]

形 背が高い (⇔ short)、高い

身長が～ある、高さが～ある

[比較変化] tall - taller - tallest
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be short of ~ 『～が不足している』

It’s five fifteen now. 『今５時１５分です。』

Come here at three fifteen. 『３時１５分にここに来なさい。』

Emi will be fifteen (years old) next month.
『エミは来月１５歳になります。』

There are fifteen people in this room.
『この部屋には１５人の人々がいます。』

for a long time 『長い間』

Long time no see.
『お久しぶりです。』

How long ~ ?
『～はどのくらいの長さ、

どのくらい長く～』

※ long は文の内容によって

形容詞または副詞になる。

So long ! 『さようなら。』
【親しい間柄で使う別れのあいさつ】

long ago 『ずっと前』

= a long time ago

before long (= soon )
『やがて、まもなく』

☆ 名詞の用法の例文は省略します。

Meg has long hair. 『メグは髪が長いです。』

How long is this bridge ? 『この橋はどのくらいの長さですか？』

→ It’s about twenty meters long.
『それは約２０メートルの長さです。』

What is the longest river in the world ?
『世界でいちばん長い川は何ですか？』

→ The Nile [ナイル] is. 『ナイル川です。』

I haven’t seen Tom for a long time. ≪現在完了形≫

『私は長い間トムに会っていません。』

I can’t stay long. 『私は長くは居られません。』

How long are you going to stay in Tokyo ?
『あなたはどのくらい (長く)東京に滞在するつもりですか？』

→ I’m going to stay here for ten days.
『私はここに１０日間滞在するつもりです。』

It’s going to rain before long. 『まもなく雨が降るでしょう。』

Emi had short hair. 『エミは短い髪をしていました。』

My pencil is very short. 『私のエンピツはとても短いです。』

Her speech was too short. 『彼女のスピーチは短すぎました。』

Ken is shorter than Tom. 『ケンはトムよりも背が低いです。』

= Tom is taller than Ken. 『トムはケンよりも背が高いです。』

Look at that tall building. 『あの高い建物を見なさい。』

Emi is taller than Meg. 『エミはメグよりも背が高い。』

= Meg is shorter than Emi. 『メグはエミよりも背が低い。』

Tom is the tallest (boy) in our class.

『トムは私たちのクラスでいちばん背が高い(少年)です。』

How tall is he ? 『彼の身長はどのくらいですか。』

→ He is 170 centimeters tall. 『１７０センチメートルです。』

※ centimeter(s) [センティミータァ(ズ)] ｢センチメートル｣

※ fifteenth [——す]

『１５番目(の)、第１５日』

アクセント注意

tall … 人や細長いもの (木･煙突など)が

高いときに使う。

high … 山や建物などが高いときに使う。

→【単語帳 No. 209 … high】

発音注意
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☒ [ショウ]

動 ～を見せる、～を案内する

名 展覧[展示]会、ショー、番組

活用 ： showed [ショウド]

– showed / shown [ショウン]

– showing

３単現形：shows [ショウズ]

☒  [グれイト]

形 偉大な、えらい

すばらしい、すごい、大きな

[比較変化] great - greater - greatest

☒  [コール]

動 (～に)電話をかける

(～を)呼ぶ

名 呼び出し、通話、呼び声

活用 ： called [コールド]

– called – calling

３単現形：calls [コールズ]
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call back ~ , call ~ back

『～に電話をかけなおす』

※ ~が 代名詞 のときは call と

back のあいだにおく。

call on〔人〕

『〔人〕を訪問する』

call at〔場所〕

『〔場所〕を訪問する』

a call for help

『助けを求める(叫び)声』

a great man 『偉大な人、偉人』

the great [big] Buddha [ブダ]『大仏』

a great many ~
= a great number of ~

『非常にたくさんの～』

a flower show 『花の展示会』

a quiz [クウィズ] show
『クイズ番組』

※ cold (寒い) は [コウルド] と発音するので

called [コールド] とは発音が異なる。

→【単語帳 No. 176 … cold】

I showed my ticket at the door.

『私はドアのところで私のチケットを見せました。』

show〔人〕〔物〕= show〔物〕to〔人〕『〔人〕に〔物〕を見せる』

Show me your book, please. 『あなたの本を私に見せてください。』

= Show your book to me, please.

※ くわしくは、かんたん英文法【第３文型と第４文型】を参照のこと。

Please show me the way to the station.
『私にその駅までの道を案内してください。』

I’ll show you around. 『私があなたを(あちこち)ご案内します。』

show … その場所まで実際に案内したり、地図などで教える。☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

That’s great ! / It’s great ! / Great !

『(それは)すばらしい。(それは)すごい。』

I feel great today. 『私は今日気分が最高です。』

He became a great musician. ※ musician →【No. 398】

『彼は偉大な音楽家になりました。』

We had a great time in Kyoto.

『私たちは京都ですばらしいときを過ごしました。』

I called my friend last night. 『私は昨夜友達に電話しました。』

I’ll call you back later. 『私はあとであなたに電話をかけなおします。』

Thank you for calling. 『電話してくれてありがとう。』

call ~〔目的語(代名詞の目的格など)〕…〔名詞〕『～を…と呼ぶ』

Please call me Ken. 『私をケンと呼んでください。』

call〔人〕〔物〕= call〔物〕for〔人〕『〔人〕に〔物〕を呼ぶ』

Call me a taxi, please. 『私にタクシーを呼んでください。』

= Call a taxi for me, please.

What do you call ~ in English ? 『英語で～をどう言いますか？』

What do you call this in English ?
『英語でこれをどう言いますか？』

→ We call it a dish. 『私たちはそれをディッシュ(皿)と呼びます。』

※ 日本語につられて what, say を使わないように注意！

☆ ≪同意表現≫ How do you say ~ in English ? →【No. 361… say】

There’s a call for you. 『あなたに電話です。』

Give me a call tomorrow. 『明日私に電話して。』

発音注意

☆ great は 外観より｢中身の偉大さ｣をあらわすことが多い。

発音注意
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☒  [スィーズン]

名 季節

時期、シーズン

☒  [さぁンク]

動 ～に感謝する

名 (複数形で)感謝

活用 ： thanked [さぁンクト]

– thanked – thanking

３単現形：thanks [さぁンクス]

☒  [イェスタデイ]

名 きのう、昨日

【a をつけず、複数形にもしない】

副 きのう(は)、昨日(は)
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Tom went to the hospital yesterday.

『トムは昨日その病院へ行きました。』

It was cloudy yesterday. 『昨日はくもりでした。』

It rained [was rainy] yesterday. 『昨日は雨が降りました。』

→【単語帳 No. 235 … rain】、【No. 373 … rainy】

Yesterday they weren’t busy.

『昨日彼らは忙しくありませんでした。』

yesterday morning

『きのうの朝(に)』

yesterday afternoon

『きのうの午後(に)』

yesterday [last] evening

『きのうの夕方に[晩に]』

※ ｢きのうの夜、昨夜｣は last night

the day before yesterday

『おととい、一昨日』

→【単語帳 No. 204 … before】

Thank you. 『ありがとう。』

Thank you for ~

『～をありがとう。』

Thanks (a lot).

『(どうも)ありがとう。』

No, thank you [thanks].

『いいえ、けっこうです。』

… thanks は、友達などとの

会話で使うくだけた表現。

thanks to ~ 『～のおかげで』

the baseball season

『野球シーズン』

the rainy season

『雨季、梅雨』

→【単語帳 No. 373 … rainy】

Thanks for your help. 『助けて[手伝って]くれてありがとう。』

Thanks to his help, I finished my homework.

『彼の助けのおかげで、私は私の宿題が終わりました。』

There are four seasons in a year.
『１年には４つの季節[四季]があります。』

Which season do you like (the) best ?
『あなたはどの季節が１番好きですか？』

→ I like spring (the) best. 『私は春が１番好きです。』

I like summer the best of all (the) seasons.
『私はすべての季節の中で夏がいちばん好きです。』

The rainy season will begin [start] next week.
『梅雨は来週始まるでしょう。』

Thank you very [so] much. 『どうもありがとうございます。』

※ Thank you so much. は女性がよく使う表現。

→ You’re welcome. 『どういたしまして。』

How are you (doing) ? 『元気ですか？ / ごきげんいかが？』

→ (I’m) Fine, thank you. And you ?
『(私は)元気です、ありがとう。あなたは？』

Thank you for the nice present [coming/calling].

『すてきなプレゼントを [来てくれて / 電話をくれて]ありがとう。』

Yesterday was Thursday. 『きのうは木曜日でした。』

= It was Thursday yesterday. ※ この yesterday は 副詞

I met Meg yesterday [last] evening.

『私は昨日の夕方にメグに会いました。』

※ ｢きのうの夜(に)、昨夜｣は yesterday を使わず last night という。

Where is yesterday’s newspaper ?

『昨日の新聞はどこですか？』

☆【単語帳 No. 310 … last】も参照のこと。

※ 『どういたしまして。』に当たる表現には、You’re welcome.

以外にも、It’s my pleasure. / No problem. / Not at all .
That’s all right. / Don’t mention it. などの表現がある。

→【単語帳 No. 225 … welcome】参照のこと。

アクセント注意

発音注意
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