
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ kind [カインド]

形 親切な、やさしい

[比較変化] kind - kinder - kindest

名 種類

関連語：kindness (親切) →【No. 730】

☒  seventy [セヴンティ]

名 ７０

形 ７０の

☒  visit [ヴィズィット]

動 (～を)訪問する、訪れる

見舞う

名 訪問

活用 ： visited [ヴィズィティド]

– visited – visiting

３単現形：visits [ヴィズィツ]

派生語：visitor (訪問者、観光客)

※ ~er でないことに注意！

→【単語帳 No. 1021】

☒  July [ヂュライ]

名 ７月【略語は Jul.】
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He was born in July. 『彼は７月に生まれました。』

She was born on July 23.

『彼女は７月２３日に生まれました。』

※ 23 (twenty-third) … [トゥウェンティ さ～ド]

Our summer vacation begins in July.

『私たちの夏休みは７月に始まります。』

July is the seventh month of the year.

『７月は年の７番目の月です。』

She is over seventy. 『彼女は７０歳を超えています。』

※ この seventy は名詞。seventy だけでも ｢７０歳｣ の意味がある。

My grandfather is seventy (years old). 『私の祖父は７０歳です。』

This eraser [イれイサァ] is seventy yen. 『この消しゴムは７０円です。』

There are about seventy boys in our school.
『私たちの学校には男子が約７０人います。』

Emi is a very kind girl. 『エミはとても親切な女の子です。』

He is always kind to me. 『彼はいつも私に親切にしてくれます。』

Be kind to everyone. 『みんなに[だれにでも]親切にしなさい。』

It’s kind of you to come.
(→『あなたは親切にも来てくれました。』)

→『来てくれてありがとうございます。』

※ 人の性質を表すときは of を使う。→【単語帳 No. 124】

There are many kinds of animals in the zoo.

『(その)動物園にはたくさんの種類の動物がいます。』

What kind of music [sport(s)] do you like ?

『あなたはどんな種類の音楽[スポーツ]が好きですか？』

He’s a kind of artist. 『彼は芸術家のようなものだ。』

Emi visits her aunt every summer.
『エミは毎年夏に彼女のおばを訪問します。』

I’m going to visit Tokyo next week.
『私は来週東京を訪れるつもりです。』

Have you ever visited London ?
『あなたは今までにロンドンを訪れたことがありますか？』

He visited Meg in (the) hospital.
『彼は入院中のメグを見舞いました。』

This is my first visit to Kyoto.

『私が京都を訪れるのは今回が初めてです。』

be kind to ~ 『～に親切である』

It is kind of〔人〕to ~

『〔人〕が～するのは親切だ』

比較 It … for〔人〕to ~

→【単語帳 No. 45 … to】

What kind of ~ ? 『どんな種類の～』

a kind of ~
『一種の～、～のようなもの』

※ seventieth [——エす]

『７０番目(の)』

アクセント注意

『～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
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発音注意



〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  east [イースト] (⇔ west)

名 ≪the をつけて≫ 東、東部

形 東の、東からの

副 東へ、東に

派生語：eastern (東方の) →【単語帳 No. 805】

☒  west [ウェスト] (⇔ east)

名 ≪the をつけて≫ 西、西部

形 西の、西からの

副 西へ、西に

派生語：western (西方の) →【単語帳 No. 806】

☒  post office [ポウスト オ(ー)ふィス] ※ office は ｢会社、事務所、役所、局｣ の意味。

名 郵便局

関連語：post (郵便物、郵便制度)

postcard (郵便ハガキ) →【単語帳 No. 819】

☆ ｢郵便ポスト｣は mailbox →【単語帳 No. 925】

☒  bank [バぁンク]

名 銀行、貯蔵所

※『(川などの)土手、堤防』の意味もある。

☒  passport [パぁスポート]

名 パスポート、旅券、入場券

☒  test [テスト]

名 (小)テスト、試験 (= exam)、検査
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The train goes east. 『その電車は東へ行きます。』

※ この east は副詞なので、直前に前置詞は不要。

The park is in the west side of this town.

『その公園はこの町(内)の西側にあります。』

The plane flew west. 『その飛行機は西へ飛んでいきました。』

※ この west は副詞なので、直前に前置詞は不要。

the east of Kyoto 『京都の東部』

an east wind 『東風』

go east 『東へ行く』

the west of Tokyo 『東京の西部』

a west wind 『西風』

fly west 『西へ飛んでいく』

The shop is on the east side of the street.

『その店はその通りの東側にあります。』

The sun sets in the west . 『太陽は西に沈む。』

※ 日本語訳では『～に』だが、to ではなく in を使う。

China is to the west of Japan. 『中国は日本の西にある。』

※ to のかわりに in を使うと、日本の(国内の)西部に

あることになってしまうので注意！

The sun rises in the east. 『太陽は東から昇る。』

※ 日本語訳は『～から』だが、from ではなく in を使う。

My house is in the east of Kyoto.

『私の家は京都の東部にあります。』

the Bank of Japan 『日本銀行』

Is there a post office near here ?
『この近くに郵便局はありますか？』

I have to go to the post office to send this letter.

『私はこの手紙を送るために

(その)郵便局へ行かなければなりません。』

I have to [must] go to that bank.
『私はあの銀行へ行かなければならない。』

This bank closes at five. 『この銀行は５時に閉まります。』

Please tell me the nearest bank from here.
『ここからいちばん近い銀行を私に教えてください。』

Where is my passport ? 『私のパスポートはどこですか？』

Show me your passport, please.

『あなたのパスポートを私に見せてください。』

I must take a test tomorrow.
『私は明日テストを受けなければならない。』

Mr. Seki gave us an English test [a test in English].

『関先生は私たちに英語のテストをしました。』

※ ｢試験｣を表す語としては exam のほうがふつう →【単語帳 No. 837】

take a test 『テストを受ける』

give a test 『テストを受けさせる』

420

419

発音注意

アクセント注意

☆【単語帳 No. 483 … north】【No. 484 … south】も参照のこと。
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