
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  room [るーム]

名 ① 部屋

② 余地、場所
【②の意味では a をつけず、複数形にもしない】

☒  news [ニューズ]

名 ニュース、知らせ【a をつけず、複数形にもしない】

☒  song [ソ(ー)ング]

名 歌、歌うこと、鳥のさえずり

関連語：sing (歌う) →【単語帳 No. 115】

☒  team [ティーム]

名 チーム、組

☒  smile [スマイル]

動 ほほえむ

名 ほほえみ

活用 ： smiled [スマイルド]

– smiled – smiling

３単現形：smiles [スマイルズ]
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sing a song [songs] 『歌を歌う』

a popular [pop] song

『ポップ音楽、ポップス、歌謡曲』

the song of a bird 『鳥のさえずり』

a large [small] room 『広い[せまい]部屋』

a living room 『居間』

Emi is in her room now.
『メグは今彼女の部屋にいます。』

My house has five rooms.

= There are five rooms in my house.
『私の家には部屋が５つあります。』

There is no room to sit. 『座る場所がありません。』

※ to sit は不定詞の形容詞用法 ｢～するための｣

I’m glad to hear the news.
『私はその知らせを聞いてうれしい。』

Did you see the seven o’clock news ?
『あなたは７時のニュースを見ましたか？』

That’s [It’s] news to me. 『それは私には初耳です。』

No news is good news.
『便りのないのは良い便り。』【ことわざ】

Let’s sing a song together. 『いっしょに歌を歌いましょう。』

→【単語帳 No. 520 … together】

I like to sing a song [songs]. 『私は歌うのが好きです。』

= I like singing a song [songs].
※ 上の文の to sing は不定詞の名詞用法、下の文の singing は動名詞。

We listened to English songs.

『私たちは英語の歌を聞きました。』

☆ news の語尾の s は複数形の s ではないことに注意。また、news は１つ、２つ … とは数えられない

不可算名詞なので、a piece of news , two pieces of news , …のように数える。→【単語帳 No. 828】

a news program 『ニュース番組』

※ この a は program につく冠詞

the seven o’clock news 『７時のニュース』

smile at ~ 『～にほほえみかける』

with a smile 『ほほえんで』

The girl spoke [talked] to me with a smile.

『その女の子はほほえみながら私に話しかけてきました。』

smile … 声を立てずにっこりほほえむ。

laugh … 声を出して笑う。｢あざ笑う｣の意味にもなる。

→【単語帳 No. 786】

Tom is smiling. 『トムはほほえんでいます。』

Emi smiled at me. 『エミは私にほほえみかけました。』

Ken is on the baseball team. 『ケンは野球チームに入っています。』

= Ken is in the baseball club. 『ケンは野球部に入っています。』

※ team のときには on を、club のときには in を使う。→【No. 470 … club】

Our team won the game. 『私たちのチームはその試合に勝ちました。』

※ won [ワン] は win の過去形 →【単語帳 No. 672】
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発音注意

※ news は東西南北の頭文字からできた語で、単数扱い。

※ 全体を１つと考えるときは

単数扱いになる。

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 〕

☒  low [ロウ] (⇔ high)

形 低い、(値段が)安い、(声･音が)小さい

副 低く

[比較変化] low - lower - lowest

名 最低記録、低いところ

☒  tonight [トゥナイト]

副 今夜(は)

名 今夜、今晩

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  money [マニィ]

名 お金、貨幣、通貨

☒  warm [ウォーム]

形 暖かい、温かい (⇔ cool)、心の温かい

[比較変化] warm - warmer - warmest

動 ～を暖める、温める、暖まる、温まる

☒  cool [クール]

形 涼しい (⇔ warm)、冷静な (= calm [カーム] )

かっこいい

[比較変化] cool - cooler - coolest

動 ～を冷やす、涼しくする
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warm up (~)

『～を暖める、温める、準備体操をする』

509

☆ 動詞 の用法の例文は省略します。

It’s very cold tonight. 『今夜はとても寒い。』

※ money は数えられない名詞なので、

｢たくさんのお金｣ は much money,

a lot of money などと表す。

That plane is flying low. ※ fly low「低く飛ぶ、低空飛行をする」

『あの飛行機は低空飛行をしています。』

tonight’s news 『今夜のニュース』

a low price 『安い値段』

in a low voice

『低い声で、小さい声で』

It’s cool today. 『今日は涼しいです。』

※ cold ｢寒い｣ に対して、cool は心地よい涼しさをあらわす。

また、cool には口語で ｢かっこいい｣ の意味もある。

Tom is always cool . 『トムはいつも冷静です。』

Please wait until tonight. 『今夜まで待ってください。』

※ ｢昨日の夜｣ は last night、｢明日の夜｣ は tomorrow night と言う。

※ ｢今日の～｣ に関する表現には、this morning ｢今朝(今日の朝)｣、

this afternoon ｢今日の午後｣、this evening ｢今晩(今日の夕方)｣

などがあるが、｢今夜(今日の夜)｣ は this ~ とはしない。

… ｢今日｣ を this ~ とは言わず today と言うのと同様。

I have no money with me. 『私は(今)お金を持っていません。』

= I don’t have any money with me.

That man wants a lot of [much] money.

『あの男性はたくさんのお金を欲しがっています。』

Please lend me some money [some money to me].

『私に(いくらかの)お金を貸してください。』

Save your money. 『お金を節約[貯金]しなさい。』

→【単語帳 No. 770… save】

Tom jumped (over) the low wall.
『トムはその低い壁を飛び越えました。』

※ low は山、建物、壁、フェンスなどが ｢低い｣ ときに使う。

｢(人の)背が低い｣ は short を使う。→【単語帳 No. 243】

This desk is too low for me. 『この机は私には低すぎます。』

Speak in a low voice. 『低い[小さい]声で話しなさい。』

It’s warm today. 『今日は暖かいです。』

※ warm は hot ｢暑い｣ と cool ｢涼しい｣ のあいだをあらわす。

不快な暑さでないときには very warm を使うこともある。

It’s getting warmer and warmer.
『(気候が)だんだん暖かくなっています。』

※ ≪比較級 and 比較級≫ ｢だんだん～、ますます～｣

Emi has a warm heart. 『エミは温かい心の持ち主です。』

The low will be 2 degrees. 『最低気温は２度でしょう。』

※ degree(s) [ディグりー(ズ)] ｢(温度･角度などの)度、程度｣
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☆ 動詞 の用法の例文は省略します。

アクセント注意
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Time is money.

『時は金なり。』【ことわざ】

※ 【単語帳 No. 209 … high】も参照のこと。
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