
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  tell [テル]

動 ～を言う、話す

教える

活用 ： told [トウルド]

– told – telling

３単現形：tells [テルズ]

☒  April [エイプりル]

名 ４月【略語は Apr.】

☒  sick [スィック]

形 病気の、病気で (= ill) (⇔ well)

気分が悪い、吐き気がする

→【単語帳 No. 984 … ill】

派生語：sickness [スィックネス] ｢病気｣

☒  forty [ふォーティ] ※ スペリングに注意！

名 ４０

形 ４０の
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☆ ４は four、１４は fourteen と書くが、

４０には u を使わないことに注意！

tell … ｢(内容を)話し伝える、告げる、知らせる、教える｣

say … ｢(ある言葉、考えなどを口に出して)言う｣ →【No. 361】

speak … ｢話しかける、(言語を)話す、演説する｣ →【No. 351】

talk … ｢話し合う、おしゃべりする｣→【No. 271】

Please tell me about your family.
『あなたの家族について私に教えて下さい。』

Will you tell me the way to the post office ?
『郵便局への道を私に教えてくれませんか？』

tell〔人〕〔物〕= tell〔物〕to〔人〕『〔人〕に〔物〕を言う[話す /教える]』

Tom told me the story. = Tom told the story to me.

『トムは私にその物語を話しました。』

tell〔人〕to ~ 『〔人〕に～するように言う』

My mother always tells me to study harder.

『私の母はいつも私にもっと熱心に勉強するように言います。』

※ harder ｢もっと熱心に、より熱心に｣ … hard の比較級。

tell … 知っている情報を教える。

１回だけ教えるイメージ。

teach … 学問や技術を教える。

繰り返し教えるイメージ。

※ 家族・学校についての情報や、

道案内のときには tell を使う。

ただし、一緒に行って道案内

をするときは show を使う。

He is sick in bed. 『彼は病気で寝ています。』

I feel sick. 『私は吐き気がします。』

Ken has been sick for a [one] week. ≪現在完了形≫

『ケンは１週間 (ずっと)病気です。』

She took care of her sick child.

『彼女は(彼女の)病気の子供の世話[看病]をしました。』

※ take care of ~ ｢～の世話をする｣ →【No. 140… take】

be sick in bed 『病気で寝ている』

be sick of ~ 『～にうんざりして』

Meg was born in April . 『メグは４月に生まれました。』

He was born on April 7. 『彼は４月７日に生まれました。』

※ 7 は [セヴンす] と読む。

School begins in April in Japan.
『日本では４月に学校が始まります。』

April is the fourth month of the year.
『４月は年の４番目の月です。』

☆ April fool [ふ－ル] ｢４月ばか (４月１日にだまされた人)｣

April Fool’s [Fools’] Day ｢エイプリルフール｣

He is forty (years old). 『彼は４０歳です。』

There are forty students in our class.

『私たちのクラスには生徒が４０人います。』

This pencil is forty yen. 『このエンピツは４０円です。』

→【単語帳 No. 547 … yen】

It’s eight forty now. 『今８時４０分です。』

『～月に』→ in ~

『～月…日に』→ on ~ …

※ 日にち(…)の部分はふつう数字で書き、

序数(ファースト、セカンド、…) で読む。

☆ 前置詞の違いに注意！

月名のときは in、特定の日には on。

to tell the truth
『本当のことを言うと、実は』

→【単語帳 No. 1027 … truth】

※ fortieth [——エす]『４０番目(の)』

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 〕

☒  eye [アイ]

名 目、目つき、視覚

同音語： I (私は、私が)

→【単語帳 No. 1】

☒  face [ふェイス]

名 顔、顔つき、表面、おもて

☒ swimmer [スウィマァ]

名 泳ぐ人、泳者

関連語：swim (泳ぐ) →【単語帳 No. 111】

☒  writer [らイタァ]

名 作家、著者、記者、書く人

関連語：write (書く) →【単語帳 No. 374】

☒  lesson [レスン]

名 (教科書の)課、レッスン

授業 (= class)、練習、けいこ

教訓、いましめ

☒  American [アメりカン]

名 アメリカ人【複数形は Americans】

形 アメリカの、アメリカ人の

関連語：America →【単語帳 No. 37】
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an angry face 『怒った顔つき』

the face of the moon 『月の表面』

face to face

『面と向かって、向かい合って』

Close [Open] your eyes. 『(あなたの)目を閉じなさい[開けなさい]。』

Meg has blue [dark] eyes. 『メグは青い[黒い]目をしている。』

※ 目や髪の色の｢黒い｣は black ではなく、ふつう dark を使う。

※ a black eye は｢目のまわりの黒いあざ｣の意味になる。

→【単語帳 No. 117 … black】、【No. 449 … dark】

He is a famous writer. 『彼は有名な作家です。』

→【単語帳 No. 446 … famous】

Aki wants to be a writer in the future.
『アキは将来作家になりたがっています。』

※ future ｢将来、未来｣ →【単語帳 No. 616】

Wash your face. 『(あなたの)顔を洗いなさい。』

Emi has a pretty face. 『エミはかわいらしい顔をしている。』

※ face は≪頭部の前面≫を、head は≪首から上全体≫を指す。

☆ face には｢～に面している、向いている｣の意味の 動詞 もある。

My house faces south. 『私の家は南向きです。』

→【単語帳 No. 484 … south [サウす]】

I want an American car. 『私はアメリカ製の車がほしい。』

= I want a car made in America. 【過去分詞の形容詞用法】

= I want a car which [that] is made in America.
【関係代名詞(主格)】

the Americans 『アメリカ人(全体)』

Japanese-American

『日系アメリカ人』※ 単語１語

Meg is an American. 『メグはアメリカ人です。』

= Meg is American. 【← 下の表現のほうがふつう】

※ 上の American は 名詞 、下の American は 形容詞

a fast swimmer 『泳ぎの速い人』

a good swimmer 『泳ぎのうまい人』

Tom is a fast swimmer. 『トムは泳ぐのが速い。』

= Tom swims fast. ※ 上下とも同じように訳すことが多い。

☆ 上の文の fast は形容詞、下の文の fast は副詞。→【単語帳 No. 198】

Emi is a very good swimmer. 『エミはとても上手に泳ぎます。』

= Emi swims very well. ※ 上下とも同じように訳すことが多い。

→【単語帳 No. 137 … good】、【No. 177 … well】

Let’s study Lesson 5. 『第５課[レッスン５]を勉強しましょう。』

→【単語帳 No. 101 … study】

I have [take] a dance lesson today.

『私は今日ダンスのレッスン[練習 /けいこ]があります。』

Meg learned a good lesson from the book.

『メグはその本からよい教訓を学びました。』

→【単語帳 No. 584 … learn】

Lesson 5 『第５課、レッスン５』

a dance lesson

『ダンスのレッスン[練習 / けいこ]』
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発音注意

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]



〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  May [メイ]

名 ５月【略語なし】

☒  shop [シャップ/ショップ]

名 店【 store より小さい専門店を指す】

動 買い物をする

活用 ： shopped [シャップト]

– shopped – shopping

３単現形：shops [シャップス]

☒ fifty [ふィふティ]

名 ５０

形 ５０の

☒ use [ 動 ユーズ / 名 ユース ]

動 ～を使う、利用する

名 使用、利用、用途

活用 ： used [ユーズド]

– used – using

３単現形：uses [ユーズィズ]
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used to ~ 発展

『以前は～だった、

以前は～したものだ』

in use 『使われて』

make use of ~
『～を利用する』

394

It’s nine fifty now. 『今９時５０分です。』

a flower shop 『花屋』

a pet shop 『ペットショップ』

go shopping 『買い物に行く』

※ うしろに買い物をする場所や

地名が来るときには注意！

５ → five

１５ → fifteen

He was born in May. 『彼は５月に生まれました。』

She was born on May 13. 『彼女は５月１３日に生まれました。』

※ 13 は [さ～ティーンす] と読む。

May 5 is “Children Day” in Japan. ※ 5 は [ふィふす] と読む。

『日本では５月５日は｢こどもの日｣です。』

※ ゴールデンウィークという言葉は和製英語なので、英語では通じない。

May is the fifth month of the year. 『５月は年の５番目の月です。』

She is fifty (years old). 『彼女は５０歳です。』

Our school is fifty years old. 『私たちの学校は創立５０年です。』

= Our school was built fifty years ago. ※ 受け身(受動態)の文

『私たちの学校は５０年前に建てられました。』

There are fifty people in this park. 『この公園には５０人の人々がいます。』

Look at that shop. 『あの店を見て。』

The shop opens at nine. 『その店は９時に開店します。』

A lot of shops are closed on Sundays.

『毎週日曜日にはたくさんの店が閉まっています。』活用

注意

~ing
注意

Let’s go shopping. 『買い物に行きましょう。』

I went shopping in Kobe. 『私は神戸へ買い物に行きました。』

※ 日本語は｢～へ｣だが、前置詞には to ではなく in や at を使う。

買い物をするのは｢神戸へ｣ではなく｢神戸の中で｣と考えるとよい。

= I went to Kobe to shop. ※ to shop は不定詞の副詞用法。

『私は買い物をするために神戸へ行きました。』

We’ll go shopping at the supermarket [スーパ(～)マーケット] .

『私たちはそのスーパー (マーケット)へ買い物に行くつもりです。』

※ 前置詞が to ではないことに注意！ (上記の説明を参照のこと)

Use this dictionary [your head]. 『この辞書[あなたの頭]を使いなさい。』

I use a computer to send (an) e-mail [e-mails].
『私は電子メールを送るためにコンピューターを使います。』

※ e-mail が可算名詞か不加算名詞かについては諸説あり、まだ未確定。

May I use the phone [bathroom] ?『電話[トイレ]を借りてもいいですか？』

※ 日本語につられて borrow を使わないように注意！ 他の場所へ持っていくことが

できないものを借りるときには use を使う。→【単語帳 No. 647 … borrow】

Ken knows how to use it. 『ケンはそれの使い方を知っています。』

This machine has a lot of uses. ※ 複数形 uses は [ユーズィズ] と読む。

『この機械にはたくさんの使い道がある。』

『～月に』→ in ~

『～月…日に』→ on ~ …

日にち (…)の部分はふつう数字で

書き、序数 (ファースト、…)で読む。

※ fiftieth [——エす]

『５０番目(の)』

発音注意 ※ 品詞によって発音が異なるので注意！

☆ may (～してもよい、かもしれない)

→【単語帳 No. 583】

発音注意

※ shopping には｢買い物｣の

意味の 名詞 もある。
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  head [ヘッド]

名 頭 【首から上の頭部全体を指す】

頭脳、(組織の)長、かしら

☒  arm [アーム]

名 腕 【肩から手首までを指す】

☒ runner [らナァ]

名 走る人、ランナー、走者

関連語：run (走る) →【単語帳 No. 119】

☒ musician [ミューズィシャン]

名 音楽家、ミュージシャン

関連語：music (音楽) →【単語帳 No. 178】

☒  date [デイト]

名 日付、デート

☒  meeting [ミーティング]

名 会、会合、集会、ミーティング
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Watch your head. 『頭上に注意』【掲示】

shake one’s head

『(否定の意味で) 首を横に振る』

※ shake →【単語帳 No. 1001】

｢首を縦に振る｣は nod [ナッド]

the head of a school 『校長』

Use your head. 『あなたの頭を使いなさい[働かせなさい]。』

Ken stood on his head. 『ケンは逆立ちをしました。』

※ stand on one’s head ｢逆立ちをする｣

Tom hit me on the head. 『トムは私の頭をたたいた。』

※ ３単現の s がないので、この hit は過去形。

Don’t put your head out of the window.
『窓から顔を出すな。』

※ 日本語訳としては『顔を出すな。』になる。

英語では face ではなく、head (頭)を使うことに注意！

→【単語帳 No. 386 … face】

in one’s arm(s) 『(両)腕の中に』

under one’s arm 『わきの下に』

☆ 複数形の s がついた arms には

『武器、兵器』の意味もある。

Tom took [held] my arm. 『トムは私の腕をつかみました。』

= Tom took [held] me by the arm.

※ held は hold ｢手に取る、つかむ、抱く｣の過去形 →【No. 687 … hold】

Emi held the dog in her arms. ※ 複数形なので｢両腕｣

『エミはその犬を彼女の腕の中に抱きしめた。』

Ken has a book under his arm.
『ケンは１冊の本をわきにかかえています。』

a long-distance runner 『長距離走者』 ※ distance [ディスタンス] は｢距離、道のり｣

She is a (very) fast runner. 『彼女は走るのが(とても)速い。』

= She runs (very) fast. 『彼女は(とても)速く走ります。』

Look at that runner. 『あの走者を見て。』

My aunt is a musician. 『私のおばは音楽家です。』

I want to be [become] a musician in the future.

『私は将来音楽家になりたい。』

→【単語帳 No. 616 … future】

hold a meeting 『会合を開く』

attend a meeting 『会合に出席する』

→【単語帳 No. 1112 … attend】

I saw Meg at the meeting.

『私はその会合でメグを見ました[に会いました]。』

We will hold a meeting tomorrow.

『私たちは明日会合を開くつもりです。』

→【単語帳 No. 687 … hold】

the date of birth 『生年月日』

※ birth [バ～す] ｢誕生、出生｣

What’s the date today ? 『今日は何月何日ですか？』

= What day of the month is (it) today ?

※ of the month がない文は、内容が全く異なるので注意！

→ What day is (it) today ? 『今日は何曜日ですか？』

Tell me your date of birth. 『あなたの生年月日を私に教えて。』
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アクセント注意

発音注意

発音注意

☆ ｢頭痛｣は headache [ヘデイク] →【No. 915】

発音注意
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