
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  hand [ハぁンド]

名 手【手首から指先までを指す】

☒  food [ふード]

名 食物、食料【ふつう a をつけず、複数形にもしない】

食べ物、食品【a をつけたり、複数形にしたりする】

☒  weather [ウェざァ]

名 天気、天候

☒  number [ナンバァ] ※ 略語は No. (…略語はピリオドが必要になる) →【単語帳 No. 27…No.】

名 数、数字

…番地
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the right [left] hand 『右手[左手]』

Raise your hand. 『手を挙げなさい。』

→【No. 737 … raise】

shake hands (with ~ )『(～と)握手する』

→【No. 1001 … shake】

On (the) one hand ~ ,
on the other hand …

『一方では～、他方では…』

→【No. 594 … other】

How is the weather ? 『天気はどうですか？』

→ It’s rainy [raining] today. 『今日は雨が降っています。』

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

We had good [nice] weather yesterday .

= It was sunny [fine] yesterday. 『昨日は天気がよかった。』

→【単語帳 No. 371 … sunny】、【No. 362 … fine】

Wash your hands. 『あなたの手を洗いなさい。』

※ 複数形の s がつくと ｢両手｣ をあらわす。

Tom has a ball in his hand.

『トムは彼の(片)手にボールを１つ持っています。』

Show me your left [right] hand.

『私にあなたの左手[右手]を見せなさい。』

Where can I wash my hands ?

『私はどこで手を洗うことができますか？』

『お手洗いはどこですか？』の意味にもなる。

→ bathroom【単語帳 No. 762】も参照のこと。

a weather map 『天気図』

weather forecast [ふォーキぁスト]

『天気予報』

Tom likes Japanese food. 『トムは日本食が好きです。』

They didn’t have enough food then.
『彼らはそのとき十分な食料を持っていませんでした。』

We can’t live without food. →【No. 633 … without】

『私たちは食物なしでは生きられません。』

Curry [カ～り] and rice is one of my favorite foods.
『カレーライスは私の大好きな料理の１つです。』

food … 食べ物一般を指す。

dish … 調理された食べ物を指す。→【No. 639】

Japanese food 『日本食、日本料理』

food and drink 『飲食物』

one of my favorite foods

『私の大好きな食べ物の１つ』

※ 食べ物の ≪種類≫ を表すときは a を

つけたり、複数形にしたりする。

natural foods 『自然食品』

→【単語帳 No. 994 … natural】

What is your phone number ?
『あなたの電話番号は何番ですか？』

→ My phone number is 0248-22-3715.

『私の電話番号は 0248-22-3715 です。』

※ 電話番号の数字は、o [オウ] two four eight, two two,

three seven one five のように１字ずつ読む。

※ 0 は本来 [ズィーろウ] と読むが、アルファベッドの o に

見た目が似ていることから、[オウ] と読むことが多い。

→【単語帳 No. 474 … zero】

The number of boys in this class is eighteen.

『このクラスの男子数は１８人です。』

an odd [アッド] number 『奇数』

an even [イーヴン] number 『偶数』

→【単語帳 No. 745 … even】

a ( large [great] ) number of ~
『たくさんの～』

phone number 『電話番号』

You have the wrong number.

『間違い電話です。』

→【単語帳 No. 711 … wrong】

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 〕

☒  plan [プラぁン]

名 計画、予定、案、プラン

動 ～を計画する

活用 ： planned [プランド]

– planned – planning

３単現形：plans [プランズ]

☒  second [セカンド]

名 第２日、２番目

(時間の)秒、

≪a second で≫ ちょっとの間
(= moment)

形 第２の、２番目の

副 第２に、２番目に

☒  line [ライン]

名 線、(文章の)行、行列

(列車、バスなどの)路線

電話線
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make a plan [plans] 『計画を立てる』

plan to ~ 『～することを計画する、

～する予定だ』

※ plan の後ろには不定詞 (to ~)を使う。
動名詞 (~ing)は使えない。

Do you have any plans for next Sunday ?

(→あなたは今度の日曜日のための

いくつかの計画を持っていますか？)

→『あなたは今度の日曜日に何か予定がありますか？』
※ 訳し方に注意！

I have a plan to give [have/hold] a party.

『私はパーティーを開く計画があります。』

活用

注意

~ing
注意

We are planning a picnic in the park.

『私たちは公園でのピクニックを計画しています。』

→【単語帳 No. 906 … picnic】

Tom planned to go to China.

『トムは中国へ行くことを計画しました。』

on June 2 『６月２日に』

※ 2 は (the) second と読む。

※ on June 2nd と書くこともある。

the second grade 『小学２年生』

→【単語帳 No. 836 … grade】

(the) second prize 『２等賞』

→【単語帳 No. 1046 … prize】

the second largest city

『２番目に大きい都市』

→【単語帳 No. 531 … city】

He was born on June 2. 『彼は６月２日に生まれました。』

※ on the second of June とも言う。

There are sixty seconds in a minute. 『１分は６０秒です。』

= A minute has sixty seconds.

I’ll be [come] back in a second. 『私はすぐに戻ってきます。』

The girl is in the second grade.『その女の子は小学２年生です。』

We had [gave/held] a party on the second Sunday in May.

『私たちは５月の第２日曜日にパーティーを開きました。』

What is the second largest city in Japan ?

『日本で２番目に大きい都市は何[どこ]ですか？』

☆ the Second 名詞 には『２世』の意味もある。

ElizabethⅡ 『エリザベス２世』

※ ふつうⅡと書き、the Second と読む。

☆ seconds で『おかわり』の意味にもなる。

May I have seconds ? 『おかわりをいただいてもいいですか？』

a straight line 『直線』

→【単語帳 No. 795 … straight】

curved [カ～ヴド] line 『曲線』

draw a line 『線を引く[描く]』

a long line of people

『人々の長い行列』

the Yamanote Line 『山の手線』

※ 小文字で line と書くこともある。

Draw a line under the word. 『その単語に下線を引きなさい。』

→【単語帳 No. 725 … draw】

Read the third line from the top.『上から３行目を読みなさい。』

→【単語帳 No. 989 … top】

Which line should I take ? 『私はどの路線に乗るべきですか？』

→ Take the Yamanote Line. 『山の手線に乗りなさい。』

The line is busy. 『(電話が)話し中です。』→【No. 253 … busy】

Hold the line, please. 『(電話を)切らずにお待ちください。』

= Hold on, please. →【単語帳 No. 687 … hold】

She’s on another line. 『彼女はほかの電話に出ています。』

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 〕

☒  third [さ～ド]

名 第３日、３番目

形 第３の、３番目の

副 第３に、３番目に

☒  life [ライふ]

名 生活、人生、一生

生命、命 (⇔ death [デす] ｢死｣)

☆ 複数形は lives [ライヴズ]

※ ｢人生、一生｣の意味では a を

つけず、複数形にもしない。

関連語：live (生きる、住む) →【No. 104】

☒  place [プレイス]

名 場所、立場、位置、空間
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☆ first, second, third など、順序をあらわす語を≪序数≫と言う。

≪序数≫ は ｢～番目｣ や ｢～日｣ をあらわすときに使われる。

third 以降は、fourth , fifth , sixth , seventh , eighth , ninth , tenth , eleventh , twelfth のように続く。

13～19 は各数字のあとに th をつける。( thirteenth , fourteenth , fifteenth , sixteenth , seventeenth ,

eighteenth , nineteenth ) そのあとは twentieth , twenty-first, twenty-second , … twenty-ninth ,

thirtieth , thirty-first と続く。 ※ 赤文字になっている語は特にスペリングに注意しましょう。

on July 3 『７月３日に』

※ 3 は (the) third と読む。

※ on July 3rd と書くこともある。

one [a] third 『３分の１』【分数】

two thirds 『３分の２』【分数】

the third grade 『小学３年生』

(the) third prize 『３等賞』

→【単語帳 No. 1046 … prize】

the third longest river
『３番目に長い川』

She was born on July 3. 『彼女は７月３日に生まれました。』

※ on the third of July とも言う。

He is in the third grade. 『彼は小学３年生です。』

Our team won [got] (the) third prize.
『私たちのチームは３等賞をとりました。』

What is the third longest river in Japan ?

『日本で３番目に長い川は何ですか？』

Tom came third in the race.

『トムはその競走[レース]で３位になりました。』

※ race [れイス] ( 発音に注意！) ｢競争、競走、レース｣

… race には ｢人種、民族｣ の意味もある。→【No. 571 … yellow】

a happy [quiet / simple] life

『幸せな[静かな /質素な]生活』

all one ’s life 『一生涯、一生の間』

How is your school life ? 『あなたの学校生活はどうですか？』

He lived a simple [スィンプル] life. 『彼は質素な生活をしました。』

Her life was short. 『彼女の人生は短かった。』

He lived in Tokyo all his life . 『彼は一生涯東京に住みました。』

The doctor saved my life.

『その医者が私の命を救ってくれました。』

Many lives were lost in the war. ※ lives は life の複数形。

『その戦争でたくさんの命が失われた。』

※ ≪be 動詞 + 過去分詞≫ ｢～される、～された｣ … 受け身[受動態]。

There are a lot of places to see in Kyoto.

『京都には見るべき場所がたくさんある。』

There is no place like home.

『わが家のような場所はない。/ わが家がいちばん。』

Go back to your place.
『あなたの場所に戻りなさい。』

The concert takes place every year.
『そのコンサートは毎年行なわれます。』

take place『行なわれる、(事件などが)起こる』

※ happen とほぼ同意だが、happen は

｢偶然起こる｣の意味を含む。

take [get /win] (the) first place in the race

『競走[競争]で１位をとる』

time and place 『時間と空間』

☆ the third には『３世』の意味もある。

HenryⅢ 『ヘンリー３世』 ※ ふつうはⅢと書き、the Third と読む。

発音注意
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