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☒  sixty [スィックスティ]

名 ６０

形 ６０の

☒ begin [ビギン]

動 (～を)始める (= start) (⇔ finish)

始まる (= start) (⇔ end)

活用 ： began [ビギぁン]

– begun [ビガン] – beginning

３単現形：begins [ビギンズ]

☒ start [スタート]

動 (～を)始める (= begin)

(⇔ finish)

始まる (= begin) (⇔ end)

出発する (= leave) (⇔ arrive)

名 開始、出発

活用 ： started [スターティド]

– started – starting

３単現形：starts [スターツ]

☒  June [ヂューン]

名 ６月【 略語は Jun.】
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The start of the game is at ten. 『その試合の開始は１０時です。』

You must make an early start. ※ make a start「始める、出発する」

『あなたは早く出発[←早い出発を]しなければならない。』
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He is under sixty. 『彼はまだ６０歳にはなりません。』

※ この sixty は名詞。sixty だけでも ｢６０歳｣ の意味がある。

She was born in June. 『彼女は６月に生まれました。』

He was born on June 24. 『彼は６月２４日に生まれました。』

※ 24 (twenty-fourth) … [トゥウェンティ ふォーす]

We have a lot of [much] rain in June.

= It rains a lot [much] in June.
『６月には雨がたくさん降ります。』

※ 上の rain は名詞、下の rain は動詞。→【単語帳 No. 235】

June is the sixth month of the year.
『６月は年の６番目の月です。』

Tom’s father is sixty (years old). 『トムの父は６０歳です。』

An hour has sixty minutes. 『１時間は６０分です。』

= There are sixty minutes in an hour.

~ing
注意

Let’s begin [start] the English class.
『英語の授業を始めましょう。』

School begins [starts] on April 10. ※ 10 は [テンす] と読む。

『学校は４月１０日に始まります。』

※ 特定の日の前には on を使う。from ではないことに注意！

The first class begins [starts] at eight thirty.

『１時間目は８時３０分に始まります。』

It began [started] raining. (= It began [started] to rain. )

『雨が降り始めました。』

begin , start は、後ろに動名詞 (~ing)、不定詞 (to ~) のどちらも使うことができる。

『～し始める』は、start ~ing ／ start to ~ ／ begin ~ing ／ begin to ~ の

４つの言い方がある。start のほうが口語的な表現とされる。

The meeting will start [begin] at ten.

『そのミーティングは１０時に始まるでしょう。』

It started [began] snowing. (= It started [began] to snow.)

『雪が降り始めました。』

Ken starts for school at seven forty every day.
『ケンは毎日７時４０分に学校へ出発します。』

Let’s start from Osaka for Tokyo.

= Let’s leave Osaka for Tokyo.

『東京へ向けて大阪を出発しましょう。』

※ sixtieth [——エす]

『６０番目(の)』

『～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、…) の

読み方をする。

☆ 前置詞の違いに注意！

月名のときは in、特定の日には on

※ beginning [ビギニング]

には、｢初め、始まり｣ の

意味の 名詞 もある。

『～を出発する』

… start は前置詞 from が必要。

leave は前置詞が不要。

アクセント注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  corner [コーナァ]

名 角(かど)、曲がり角、すみ、端

☒  store [ストーア]

名 店、商店

【 shop より大きい専門店を指す】→【No. 392】

☒ mouth [マウす]

名 口、出入り口、河口

☒  body [ボディ／バディ]

名 体、肉体 (⇔ mind)

胴体、中心部

☒  driver [ドゥらイヴァ]

名 運転手、ドライバー

関連語：drive (運転する) →【単語帳 No. 228】

☒  pilot [パイロット]

名 パイロット、操縦士、(港の)水先案内人
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Turn left at the second corner.
『２番目の角で左に曲がりなさい。』

→【単語帳 No. 587 … turn】

There is a nice desk in the corner of Emi’s room.

『エミの部屋の隅にすてきな机があります。』

This store opens at nine. 『この店は９時に開店します。』

I bought this notebook at that store.
『私はこのノートをあの店で買いました。』

a food store 『食料品店』

a department [ディパートメント] store 『デパート』 ※ 英語では｢デパート｣とは略さない。

a convenience [コンヴィーニャンス] store 『コンビニエンスストア、コンビニ』

※ convenience は ｢便利、便利なもの[こと]｣の意味。

around the corner

『角を曲がったところに』

→【単語帳 No. 644 …around】

the mouth of the Nile

『ナイル川の河口』

Open [Close] your mouth. 『口を開けなさい[閉じなさい]。』

Don’t talk [speak] with your mouth full.

『口の中をいっぱいにして話すな。』【食事中の相手に対して】

→【単語帳 No. 353 … full】

☆ 『ハツカネズミ』は mouse [マウス] と書く。

語尾の発音が異なるので注意！ →【単語帳 No. 834】

the human body 『人体』

※ human [ヒューマン] ｢人間の｣

the body of a car 『車の車体』

Tom has a strong body. 『トムは体が丈夫です。』

You should build (up) a healthy body.

『あなたは健康な体をつくるべきです。』

※ healthy [ヘルすィ] ｢健康な｣ →【単語帳 No. 425 … health】

☆ 対語の mind については →【単語帳 No. 693】

driver’s license [ライセンス]『運転免許証』

My uncle is a taxi driver.
『私のおじはタクシーの運転手です。』

→【単語帳 No. 870 … taxi】

Ben is a good driver. 『ベンは運転がうまい。』

= Ben drives well. ※ 上下とも同じように訳すことが多い。
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a chief pilot (= captain)『機長』

※ captain →【単語帳 No. 1020】

Meg’s father is a pilot.

『メグのお父さんはパイロットです。』

I want to be a pilot in the future.

『私は将来パイロットになりたい。』

→【単語帳 No. 616 … future】

※ 複数形は mouths [マウずズ]

※ 複数形は bodies [―ズ]

発音注意

発音注意

発音注意
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