
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  [ディセンバァ]

名 １２月【略語は Dec.】

☒  [すィンク]

動 ～と思う、考える

活用 ： thought [そート]

– thought – thinking

３単現形：thinks [すィンクス]

☒  [ライト]

名 明かり、光、(交通)信号

形 明るい、色が薄い (⇔ dark)

軽い (⇔ heavy)

[比較変化] light - lighter - lightest

☒  [れディ]

形 用意ができた、準備ができた
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be ready for ~

『～の用意[準備]ができている』

be ready to ~

『～する用意[準備]ができている』

※ 『よろこんで～する』の意味もある。

get [make] ready 『用意[準備]する』

He was born in December. 『彼は１２月に生まれました。』

She was born on December 12.
『彼女は１２月１２日に生まれました。』

※ 12 (twelfth) … [トゥウェルふす]

We have Christmas in December.
『１２月にはクリスマスがあります。』

December is the twelfth month of the year.
『１２月は年の１２番目の月です。』

think about ~ 『～について考える』

think of ~
『～のことを考える、～を思いつく』

※ think about ~ とほぼ同意でも使われる。

aboutを使うと、より詳しく考えるイメージ。

I think so. 『私はそう思います。』

I think so, too. = I also think so. 『私もそう思います。』

I don’t think so. 『私はそうは思いません。』

I think (that) he is kind. 『私は彼が親切だと思います。』

Emi thought (that) it was an easy question.

『エミはそれがかんたんな質問だと思いました。』

※ 接続詞 that の前の動詞が過去形になると、that の

後ろの文の動詞も過去形になる。≪時制の一致≫

What do you think about [of] our teacher ?
『私たちの先生についてどう思いますか？。』

What do you think of [about] Meg ?
『メグのことをどう思いますか？』

※ 上の２文は｢どう｣と訳すが、How を使わないことに注意！

a (traffic) light 『交通信号』

※ traffic ｢交通の｣ →【単語帳 No. 661】

a light room 『明るい部屋』

light blue 『薄い青色、ライトブルー』

a light meal 『軽い食事』→【No. 1033】

Turn off the light, please. 『(その)明かりを消してください。』

Stop at the red light. 『赤信号では止まりなさい。』

Turn right at the next (traffic) light.

『次の(交通)信号で右に曲がりなさい。』

It’s getting light outside. 『外が明るくなってきました。』

I like light colors. 『私は明るい[薄い]色が好きです。』

※ 対義語：dark【単語帳 No. 449】も参照のこと。

This bag is very light. 『このバッグはとても軽いです。』

Are you ready (to go) ? 『(出かける)用意[準備]はいいですか？』

Dinner is ready. 『夕食の準備ができました。』

I am ready for the test.
『私はそのテストの準備ができています。』

Meg is always ready to help old people.

『メグはいつもよろこんでお年寄りの手伝いをします。』

Ready, steady [set], go ! 『位置について、用意、ドン』
１

※ steady [ステディ] … ｢安定した、一定した｣ 形容詞

『～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。

☆ 月名のときは in、特定の日には on

☆ thought には｢思考、思想｣の意味の 名詞 もある。

アクセント注意

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 〕

☒  [コ(ー)ふィ]

名 コーヒー

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  [ディクショナりィ]

名 辞書、辞典

☒  [ブラぁックボード]

名 黒板【 board だけでも ｢黒板｣ の意味がある】

☒  [メンバァ]

名 一員、メンバー、会員

☒  [グるープ]

名 集団、群れ、団体、グループ

☒  [クラブ]

名 クラブ、部、サークル
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Look at the blackboard. 『黒板を見なさい。』

Please clean the blackboard.

『黒板をきれいにしてください。』

Ken is a member of the baseball club.
『ケンはその野球チームの一員です。』

Our team has 20 members.

= There are 20 members in our team.
『私たちのチームには２０人のメンバーがいます。』

a member of ~ 『～の一員』

A group of boys is [are] playing soccer.
『男の子たちの集団がサッカーをしています。』

※ 全体を１つのまとまりとして見るとき → 単数扱い

集団の１人１人に焦点を置くとき → 複数扱い

I am a member of a volunteer group.
『私は (１つの)ボランティアグループの一員です。』

a group of boys 『男の子たちの集団』

a volunteer group 『ボランティアグループ』

→【単語帳 No. 1093 … volunteer】

Meg is in the tennis club. 『メグはテニス部に入っています。』

= Meg is on the tennis team. 『メグはテニスチームに入っています。』

※ club のときには in を、team のときには on を使う。

I’m in the English club. 『私は英語部に入っています。』

= I belong to the English club. ※ belong to ~ ｢～に所属している｣

→【単語帳 No. 656 … belong】

the English club

『英語部』

469

470

I want a cup of coffee. 『私は(１杯の)コーヒーが欲しい。』

How about [Would you like] some coffee ?

『(いくらかの)コーヒーをいかがですか？』

※ 相手に肯定の返事を期待するときには、疑問文でも some を使う。

… 疑問文では本来、some ではなく any を使う。→【No. 109】

Emi likes coffee better than tea.

『エミは紅茶よりコーヒーが好きです。』

Would you like [How about] another cup of coffee ?

『コーヒーをもう１杯いかがですか？』

※ ｢おかわり｣は another cup of ~ ｢もう１つ[１杯]の～｣を使う。

→【単語帳 No. 631 … another】

an English-Japanese dictionary 『英和辞典』

a walking dictionary 『生き字引、物知りの人』

look up a word in a dictionary 『辞書で単語を調べる』

※ look up ~ は｢(辞書などで)～を調べる｣の意味。

a cup of coffee 『カップ１杯のコーヒー』

two cups of coffee
『カップ２杯のコーヒー』

※ レストランなどで注文をするときには

A coffee [Two coffees], please. の

ような例外的表現をすることもある。

ice(d) coffee 『アイスコーヒー』

Emi bought two dictionaries.

『エミは辞書を２冊買いました。』

May I use your dictionary ?

『あなたの辞書を使ってもいいですか？』

※ その場で使うときには use、借りて(どこか

よそへ持っていって)使うときは borrow。

→【No. 394 … use】【No. 647 … borrow】

… board ｢板、黒板、委員会、乗り込む｣

アクセント注意

発音注意

発音注意

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 〕

☒  [ニード]

動 ～を必要とする

名 必要

助 ～する必要がある

活用 ： needed [ニーディド]

– needed – needing

３単現形：needs [ニーヅ]

☒  [マンす]

名 (暦の)月、１ヵ月

☒ [チェインヂ]

動 ～を変える、変わる、交換する、両替する

名 変化、変更、釣り銭、小銭

【a をつけず、複数形にもしない】

活用 ： changed [チェインヂド]

– changed – changing

３単現形：changes [チェインヂィズ]

☒  [ズィーろウ]

名 ０、ゼロ、零(れい)
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change trains 『電車を乗り換える』

a change in the weather 『天候の変化』

have a change of heart『心変わりをする』

There is no need to worry. 『心配する必要はありません。』

※ to worry は不定詞の形容詞用法 ｢～するための｣

this month 『今月』

next month 『来月』

last month 『先月』

every month 『毎月』

need to ~
『～する必要がある』

I need your help. 『私はあなたの助けが必要です。』

Ken needed more money. 『ケンはもっと多くのお金が必要でした。』

We need [have] to hurry. 『私たちは急ぐ必要があります。』

You don’t need [have] to go there. ※ have to ~ →【No. 16 … have】

『あなたはそこへ行く必要はありません。』

≪短縮形≫

※ 助動詞の用法でのみ

need not = needn’t

You need not [needn’t] run. 『あなたは走る必要がありません。』

= You don’t need [have] to run. ※ 下の need は 動詞

※ 口語では、下の文のように need を 動詞 として使うほうがふつう。

He needn’t [need not] come here. 『彼はここへ来る必要がありません。』

= He doesn’t need [have] to come here. ※ 下の need は 動詞

We should change the plan.
『私たちはその計画を変更すべきです。』

Water changes into ice. 『水は氷に変わります。』

The traffic light changed from yellow to red.
『信号が黄色から赤に変わりました。』

He changed trains at Shibuya.
『彼は渋谷で電車を乗り換えました。』

Do you have any change ? 『小銭を持っていますか？』

Here’s your change. 『(あなたの)お釣りです。』

※ Here is ~ . ｢ここに～があります｣ →【単語帳 No. 194】

What day of the month is (it) today ?

= What is the date today ? 『今日は何月何日ですか？』

→ It’s May 8. 『５月８日です。』 ※ 8 (eighth) [エイトゥす]

He was sick in bed last month. 『彼は先月病気で寝ていた。』

I will go there next month. 『私は来月そこへ行くつもりです。』

※ this, next, last, every などが直前につくときは、前置詞は必要ない。

There are twelve months in a year.

= A year has twelve months. 『１年は１２か月です。』

It’s five degrees below zero. 『零下[マイナス]５度です。』

※ degree(s) →【単語帳 No. 209 の気温の例文】、below →【No. 1097】

☆ 年号の読み方 → ２ケタずつ読む。 例 1990 → nineteen ninety

☆ 電話番号や郵便番号などの読み方

例 620-1009

six - two - zero [o], one - zero - zero [o-o / double o] - nine

※ ０が２つ並ぶときは double o [ダブル オウ] と読むこともある。

※ アルファベットの Ｏ と

形が似ているので [オウ]

と読むこともある。

発音注意

発音注意

発音注意

※ mouth (口、河口) と似ているので

しっかり区別しよう。→【No. 407】
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  [プレイン]

名 飛行機

【airplane [エアプレイン] を短縮した語】

☒  [ウィークエンド]

名 週末

☒  [カズン]

名 いとこ

☒ [ダル]

名 人形

☒ [ビルディング]

名 建物、ビル、ビルディング

☒  [ガードゥン]

名 庭、庭園
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※ cousin には男女の区別がないので

男性にも女性にも用いる。

Look at that tall building. 『あの高い建物を見て。』

This building is over fifty [50] years old.

『この建物は建てられてから５０年以上になります。』

He has a large garden. (→『彼は大きい庭を持っています。』)

→『彼の家には大きい庭があります。』

There are a lot of flowers in this garden.

『この庭にはたくさんの花があります。』

a Japanese garden 『日本庭園』

a kitchen garden 『家庭菜園』

→【単語帳 No. 366 … kitchen】

We will go to Canada by plane.
『私たちは飛行機でカナダへ行く予定です。』

= We will fly to Canada.
※ fly to ~「～へ飛行機で行く」→【単語帳 No. 539 … fly】

The plane took off for China.
『その飛行機は中国へ向けて離陸した。』

※ take off「離陸する」→【単語帳 No. 140 … take】

Have a nice weekend ! 『よい週末を！』

※ 月曜日まで会わない人に対して週末に言う言葉。

Do you have any plans for this weekend ?

『あなたは今週末に何か予定がありますか？』

Emi has three cousins. 『エミにはいとこが３人います。』

That boy standing by the door is my cousin.

『(その)ドアのそばに立っているあの少年は私のいとこです。』

That girl is playing with a doll.
『あの女の子は(１体の)人形といっしょに遊んでいます。』

Whose dolls are these ? 『これらはだれの人形ですか？』

= Whose are these dolls ? 『これらの人形はだれのものですか？』

※ these は this の複数形。→【単語帳 No. 158 … these】

発音注意

発音注意

a tall building 『高い建物[ビル]』

a school building 『校舎』

a two-story building 『２階建ての建物』

→【単語帳 No. 437 … story】

garden … ふつう観賞用の草花や木が植えてある庭。

yard … 家の周囲の空き地。芝生があったり、舗装されていたりすることが

多い。アメリカでは garden の意味でも使われる。→【No. 718】

479

480

※ ふつう観賞用の草花や木が植えてある庭。

発音注意

※ ふつうは土曜日と日曜日だが、金曜日の

夜から月曜日の朝まで指すこともある。

※ 日本語の｢ビル｣とは異なり、building は木造家屋も含む。

☆ ｢甥(おい)｣ は nephew [ネふュー]、｢姪(めい)｣ は niece [ニース]

発音注意

by plane 『飛行機で』

※ 交通手段をあらわすときには、単数形で

使い、a, the をつけない。→【No. 52】

※ [ドール] とは読まない！

☆ 平日は weekday [ウィークデイ] という。土曜･日曜以外の５日を指す場合と、日曜日以外の６日を指す場合がある。

Dolls’ Festival 『ひなまつり』

→【No. 935 … festival】
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