
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  husband [ハズバンド]

名 夫、だんなさん (⇔ wife)

☒  wife [ワイふ]

名 妻、奥さん、夫人 (⇔ husband)

☒  jump [ヂャンプ]

動 (～をぴょんと)跳ぶ、ジャンプする

名 ジャンプ、跳躍

活用 ： jumped [ヂャンプト]

– jumped – jumping

３単現形：jumps [ヂャンプス]

☒ close [クロウズ]

動 (～を)閉じる、しめる

(⇔ open) (= shut)

活用 ： closed [クロウズド]

– closed – closing

３単現形：closes [クロウズィズ]

形 接近した、親しい [クロウス]

[比較変化] close - closer - closest
※ close は near よりも近いことを表す。

※ 形容詞は動詞とは発音が異なるので注意！

☒ out [アウト] (⇔ in)

副 外へ、外出して、不在で

なくなって、消えて
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Let’s go out. 『外出しましょう。』

I’m sorry, Tom is out now.
『ごめんなさい、トムは今外出中[不在]です。』

The moon came out. 『月が出てきました。』

He went out of the room. 『彼はその部屋から出て行きました。』

The books are sold out. 『その本は売り切れです。』

※ sell out は be sold out ≪受け身[受動態]≫ の形でよく使われる。

→【単語帳 No. 772 … sell】
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My husband is forty (years old).

『私の夫は４０歳です。』

That man is Aki’s husband.

『あの男性はアキのだんなさんです。』

His wife lives in Kyoto. 『彼の妻は京都に住んでいます。』

That woman is Ben’s wife . 『あの女性はベンの奥さんです。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

a high jump 『高跳び』

a long jump 『幅跳び』

Ken and his wife 『ケンと彼の奥さん』

husband and wife 『夫婦』… この場合、冠詞をつけないことが多い。

The dog jumped into the water.
『その犬は水の中に飛び込みました。』

He jumped (over) a fence [ふェンス] .
『彼は垣根[フェンス]を跳び越えました。』

→【単語帳 No. 211 … over】

I jumped out of bed. 『私はベッドからとび起きました。』

※ この表現では bed に冠詞 (a, the)がつかない。

※ out of ~ ｢～から外へ｣ →【単語帳 No. 345 … out】

The cat is going to jump from [off] the roof.
『そのネコは屋根から跳び降りようとしています。』

Close your books. 『(あなたたちの)本を閉じなさい。』

Please close your eyes. 『あなたの目を閉じてください。』

Don’t close the door. 『そのドアを閉めるな。』

The library closes at five. 『その図書館は５時に閉まります。』

I’m close to you. 『私はあなたのすぐ近くにいます。』

It was a close game. 『それは接戦でした。』

Tom and Ken are very close.
『トムとケンはとても親しい。』

go out 『外出する』

be out 『外出している』

out of ~ 『～から外へ』

(⇔ into ~ ｢～の中へ｣ )

sell out 『売り切る、売りつくす』
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※ 複数形は wives [ワイヴズ]

… f, fe で終わる語は f を v に変えて

es をつける。

→ かんたん英文法【名詞の複数形】
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  son [サン]

名 息子 (⇔ daughter)

同音語：sun (太陽) →【No. 562】

☒  daughter [ドータァ]

名 娘(むすめ) (⇔ son)

☒  hope [ホウプ]

動 ～を望む、期待する

名 希望、見込み、望み、ホープ

活用 ： hoped [ホウプト]

– hoped – hoping

３単現形：hopes [ホウプス]

☒  just [ヂャスト]

副 ちょうど、たった今

ただ～だけ、ちょっと

☒ homework [ホウムワ～ク]

名 宿題【a をつけず、複数形にもしない 】
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I have two sons. 『私には息子が２人います。』

Tom is their only son. 『トムは彼らの１人息子です。』

→【単語帳 No. 190 … only】

I hope (that) ~ .

『私は～だとよいと思う[～だといいな]。』

☆ 望ましくないことや、残念なことを ｢～だと

思う｣ときは I’m afraid (that) ~ を使う。

→【単語帳 No. 500 … afraid】

Do your homework. 『あなたの宿題をしなさい。』

I have to [must] do my homework.
『私は私の宿題をしなければならない。』

He has a lot of homework to do.

(→『彼はするべきたくさんの宿題を持っています。』)

→『彼にはしなければならない宿題がたくさんあります。』

Have you finished your homework yet ?

『あなたはもうあなたの宿題を終えましたか？』

just now 『たった今、今さっき』
… この表現は過去形の文で使う。

just then 『ちょうどそのとき』

just before Christmas
『クリスマスのちょっと前に』

→【単語帳 No. 934 … Christmas】

an only son [daughter]『１人息子[１人娘]』/ Mr. and Mrs. Smith’s son [daughter]『スミス夫妻の息子[娘]』

an oldest son [daughter]『長男[長女]』/ a youngest son [daughter]『末(すえ)息子[末(すえ)娘]』

Don’t give up hope. 『望みを捨てるな。』

Do I have any hope ? 『私にはまだ希望がありますか？』

※ 上の２文のような表現では、複数形の s をつけないのがふつう。

We have two daughters. 『私たちには娘が２人います。』

Emi is their youngest daughter. 『エミは彼らの末娘です。』

→【単語帳 No. 169 … young】

do one’s homework 『～の宿題をする』

※ one’s の部分にはmy, her などの所有格を使う。

※ homework で単語１語なので、home と work
のあいだを離さないように注意！

I hope so.『私はそう望みます。そうだといいな。』

I hope to see you again.『私はまたあなたに会えることを望みます。』

= I hope (that) I will see you again. ※ ｢会えるといいな｣とも訳す。

I hope (that) it will be sunny tomorrow.『明日晴れるといいな。』

※ 接続詞の that は省略可。that の後ろには ≪主語 + 動詞≫ の文が続く。

We hoped (that) Tom could come here.

『私たちはトムがここに来られることを望みました。』
→ かんたん英文法【時制の一致】も参照のこと。

It’s just noon. 『ちょうど正午です。』

Tom has just finished [done] his homework.

『トムはちょうど彼の宿題を終えたところです。』

※ 現在完了形の文では just now は使えない。

☆ かんたん英文法【現在完了形② … 完了】も参照のこと。

I’m just looking. 『ただ見てるだけです。』【店員への返答として】

Just a minute [moment / second], please.

『ちょっと待ってください。』
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発音注意

発音注意

アクセント注意発音注意

☆ hope … 実現可能な望みを表すことが多い。 wish ｢～を願う、望む、願い｣ とのちがい →【単語帳 No. 544 … wish】

発音注意

発音注意

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]


