
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  August [オーガスト]

名 ８月【略語は Aug.】

☒  later [レイタァ] ※ late の比較級形 →【単語帳 No. 197 … late】

副 あとで、もっと遅く、より遅く

形 もっと遅い、より遅い

☒ eighty [エイティ]

名 ８０

形 ８０の

☒  try [トらイ]

動 (～を)試みる、努力する

名 試み

活用 ： tried [トらイド]

– tried – trying

３単現形：tries [トらイズ]
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a few days later 『２、３日後』

a few years later 『２、３年後』

a later train 『あとから来る電車』

It is hot in August. 『８月は暑い。』

He was born in August. 『彼は８月に生まれました。』

She was born on August 25.

『彼女は８月２５日に生まれました。』

※ 25 (twenty-fifth) … [トゥウェンティ ふィふす]

Ken went to America last August.

『ケンはこの前の[去年の]８月にアメリカへ行きました。』

August is the eighth month of the year.

『８月は年の８番目の月です。』

He is around eighty. 『彼は８０歳ぐらいです。』

※ この eighty は名詞。eighty だけでも「８０歳」の意味がある。

My grandmother will be eighty (years old) next week.

『私の祖母は来週８０歳になります。』

That notebook is eighty yen. 『あのノートは８０円です。』

There are about eighty girls in our school.

『私たちの学校には女子が約８０人います。』

See you later. 『あとで会いましょう。』

I’ll call you later. 『私はあとであなたに電話します。』

This morning (,) I got up later than yesterday.
『今朝(、)私は昨日より遅く起きました。』

It’ll be sunny, later cloudy. 『晴れのちくもりでしょう。』

We are going to see Ken a few days later.

『私たちは２、３日後にケンに会うつもりです。』

☆ 形容詞 の用法の例文は省略します。

try to ~ 『～しようと(努力)する』

※ この意味では try の後ろには

不定詞 (to ~) を使う。

動名詞 (~ing) を使ったときは

以下(↓)の意味になる。

try ~ing 『試しに～してみる』

try on ~ , try ~ on 『～を試着する』

※ ~の部分が 代名詞 のときは

try と on のあいだに入る。

I’ll try it. 『私はそれをやってみます。』

Why don’t you try ? 『やってみたらどうですか？』

He tried to open the window.
『彼はその窓を開けようとしました。』

I tried eating the food.
『私は試しにその食べ物を食べてみた。』

May I try this on ? 『これを試着してもいいですか？』

※ 代名詞 は try と on のあいだに入る。try on this とは言わない！

Let’s have another try. 『もう一度やってみよう。』

Give it a try. = Have a try. 『やってごらん。』

※ try のうしろが不定詞なのか、動名詞なのかによって意味が

異なることに注意！ try to ~ のほうをまず覚えましょう。

『～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。

※ eightieth [——エす]

『８０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 〕

☒  health [ヘルす]

名 健康【a をつけず、複数形にもしない】

(⇔ sickness, illness)

派生語 : healthy [ヘルすィ] ｢健康な｣

☒ game [ゲイム]

名 ゲーム、試合、遊び

☒  rich [りッチ]

形 金持ちの、豊かな (⇔ poor)

(土地が)肥えている

☒  poor [プア]

形 貧しい、貧乏な (⇔ rich)、かわいそうな

へたな (⇔ good)、粗末な、とぼしい

☒ holiday [ハリデイ／ホリデイ]

名 休日、祝日、祭日 ※ 日曜日は含まない。

☒ vacation [ヴェイケイション]

名 休暇、休み
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in good [poor] health 『健康[不健康]で』

health food 『健康食品』

the summer vacation 『夏休み』

the Chirstmas vacation 『クリスマス休暇』

on vacation 『休暇中で』

holiday … ふつう「１日の休日」をあらわす。

vacation … ふつう「長期の休日」をあらわす。

a national [ナぁショヌル] holiday 『国民の休日、祝祭日』

Today is a holiday. 『今日は祝日です。』

Have a nice holiday ! 『よい休日を！』

I really enjoyed my vacation .

『私は(私の)休暇を本当に楽しみました。』

Where did you go during the summer vacation ?

『あなたは夏休みの間にどこへ行きましたか？』

Take care of your health. 『健康に注意しなさい。』

It’s good for the health to get up early.

『早起きは健康に良い。』

I’m in good health. 『私は健康です。』

Eating too much is bad for our health.
『食べ過ぎは私たちの健康に悪い。』

a baseball game 『野球の試合』

play a video game [video games]
『テレビゲームをする』

win [lose] a game 『試合に勝つ[負ける]』

play a card game = play cards
『トランプをする』

I watched a baseball game on TV.

『私はテレビで野球の試合を見ました。』

He enjoyed playing a video game [video games].

『彼はテレビゲームをして楽しみました。』

We won [lost] the game.

『私たちはその試合に勝ちました[負けました]。』

Let’s play a card game. 『トランプをしましょう。』

rich people = the rich ※ 複数扱い

『金持ちの人々』

rich land 『肥えた土地』

poor people = the poor 『貧しい人々』 ※ 複数扱い

be poor at ~ 『～が下手である』(⇔ be good at ~ )

poor land 『やせた土地』

He was a poor artist. 『彼は貧しい画家でした。』

Oh, poor Tom ! 『おお、かわいそうなトム！』

That poor boy has nothing to eat.

『あのかわいそうな[貧しい]少年は

食べるものが何もありません。』

※ nothing to eat は ｢食べるものが何もない｣ と訳す。

→ かんたん英文法【不定詞…形容詞用法】

Do you know that rich woman ?

『あなたはあのお金持ちの女性を知っていますか？』

He became rich. 『彼はお金持ちになりました。』

Japan is a rich country. 『日本は裕福な国です。』
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rich ⇔ poor
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