
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  what [(ホ)ワット]

代 何

形 何の、どんな、【感嘆文で】なんと

間 なに! なんだって！

※ このページの疑問文に対する答え方の例は

次ページ(１８ページ)を参照してください。

１７ページ
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≪短縮形≫ what is = what’s

What’s the matter (with you) ?

『どうしたの？』

※ 何かトラブルを抱えている人に

What’s wrong (with you) ? 『どうしたの？』

※ 顔色が悪い人や具合が悪そうな人に

What’s up ? 『どうしたの？ 元気？』

※ あいさつのように使われる。

☆ 上記の３つはすべて『どうしたの？』だが、

状況に応じて使う表現が異なる。

What’s new ? 『何か変わったことない？』

【親しい間柄で】

What about ~ ? 『～はどうですか？』

= How about ~ ? →【単語帳 No. 53…how】

What [How] about a cup of tea ?

『紅茶を１杯いかがですか？』

What do you mean (by that) ?

『(それは)どういう意味ですか？』

what to ~ 『何を～したらよいか、すべきか』

≪時間･曜日･日付を聞く表現≫

What time is it now ? 『今何時ですか？』

What day (of the week) is (it) today ?

『今日は何曜日ですか？』

What’s the date today ? ※ date ｢日付｣

= What day of the month is (it) today ?

『今日は何月何日ですか？』

疑問詞は疑問文を作るために使う語。本来、疑問詞と

いう品詞の分類はしないが、この単語帳では疑問詞と

して説明しています。(くわしくは以下のようになる)

疑問代名詞…代名詞として用いられる。

what, which, who の３つ

疑問限定詞…限定詞として用いられ、名詞を修飾する。

what, which, whose の３つ

疑問副詞 …副詞として用いられ、動詞を修飾する。

when, where, why, how の４つ

What is this ? 『これは何ですか？』

What’s your name ? 『あなたの名前は何ですか？』

※ 上記は多少ぶっきらぼうな言い方になるので、

May I have your name ? と聞くほうがよい。

What do you have in your hand ?
『あなたは手に何を持っていますか？』

What is he ? 『彼の職業は何ですか？』

比較 Who is he ? は名前や血縁関係を聞く表現。

What do you call this animal ?

（→『この動物をなんと呼びますか？』）

→『この動物の名前は何ですか？』【英語名を聞く表現】

What are you talking about ?

『あなたは何について話しているのですか？』

What do you think of [about] the news ?

『そのニュースについてあなたはどう思いますか？』

※ 『どう』と訳すが、How ではないことに注意！

What can I do for you ? 【店員がお客に対して】

『何にいたしましょうか？ いらっしゃいませ。』

I don’t know what he said.

『私は彼が何と言ったかわかりません。』

He didn’t know what to do next.

『彼は次に何をしたらよいかわからなかった。』

What sport(s) do you like ?

『あなたは何の[どんな]スポーツが好きですか？』

What subject do you like (the) best ?

『あなたは何の教科が１番好きですか？』

※ １番好きなものをたずねるときは名詞が単数形になる。

= What’s your favorite subject ? ※ 上記とほぼ同意

『あなたの大好きな教科は何ですか？』

What kind of music do you like ?

『あなたはどんな種類の音楽が好きですか？』

≪感嘆文≫ ※【単語帳 No.53 … how】の感嘆文も参照のこと。

What a [an] 形容詞 + 名詞 (+ 主語 + 動詞) ! の形で

『なんと [なんて] ～でしょう [なんだろう]！』

※ 名詞が複数形のときには a[an] は必要なくなる。

What an interesting book (this is) !

『(これは)なんとおもしろい本なのでしょう！』

What beautiful flowers (these are) !

『(これらは)なんて美しい花々なんでしょう！』

☆ 間投詞 の用法の例文は省略します。
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  by [バイ]

前 ～で【交通手段･通信方法など】

～までに … 下記の説明参照

～のそばに (= near)

～によって【受動態(受け身)の文などで】

副 そばに、通り過ぎて

同音語：buy (買う)、bye (さようなら)

１８ページ

by …『～までに(は)』

until [till] …『～まで(ずっと)』

→【単語帳 No. 629 … until (till)】

☆ 以下のような特別な表現も多い。

by the way 『ところで』

day by day 『日に日に、日ごとに』

one by one 『１人ずつ、１つずつ』

little by little 『少しずつ』

step by step 『一歩ずつ、着実に』

by oneself 『１人で、１人ぼっちで』

go by 『(時間が)過ぎる、通り過ぎる』

pass by (~)『(～のそばを) 通り過ぎる』

Emi goes to school by bus. 『エミはバスで学校に行きます。』

Tom caught me by the arm. 『トムは私の腕をつかんだ。』

Finish the work by tomorrow.

『明日までにその仕事を終えなさい。』

Who is that man standing by the door ?

『ドアのそばに立っているあの男性はだれですか？』

This letter was written by him. ≪受け身(受動態)の文≫

『この手紙は彼によって書かれました。』

52

≪What ~ ? に対する答え方の例≫ 【単語帳 No. 51…what】(１７ページ) にある疑問文に対する解答例

What time is it now ? ― It’s eight (o’clock).『８時です。』／ It’s nine forty.『９時４０分です。』

What day (of the week) is (it) today ? ― It’s Saturday. 『土曜日です。』

What’s the date today ?

= What day of the month is (it) today ?

What is this ? ― It’s a watch. 『それは腕時計です。』

What’s your name ? ― My name is Ken. 『私の名前はケンです。』

What do you have in your hand ? ― I have a pen (in my hand).『私は(手に)ペンを持っています。』

What is he ? ― He’s a doctor. 『彼は医者です。』

What do you call this animal ? ― It’s a fox [ふァックス] . 『それはキツネです。』

What are you talking about ? ― I’m talking about my bike.『私の自転車について話しています。』

What do you think of [about] the news ? ― I think (that) it’s great.『それはすごいと思います。』

What can I do for you ? 【店員の言葉】 ― I want a red bag. 『私は赤色のバッグが欲しいです。』

What sport(s) do you like ? ― I like basketball. 『私はバスケットボールが好きです。』

What subject do you like (the) best ? ― I like English (the) best. 『私は英語が１番好きです。』

What’s your favorite subject ? － It’s English. 『それは英語です。』

What kind of music do you like ? ― I like rock music. 『私はロック音楽が好きです。』

― It’s January 10 . 『１月１０日です。』

※ 日付は序数(～番目)の読み方で読む。10 は [テンス]と読む。

by bike [bus / train / plane / taxi / boat]

『自転車 [バス / 電車 / 飛行機 / タクシー / ボート] で』

比較 『歩いて、徒歩で』… on foot →【単語帳 No. 682】

『～へ歩いていく』… walk to ~ →【単語帳 No. 120】

by letter [mail/ telephone]『手紙 [郵便 / 電話] で』

※ by の後ろに交通手段や通信方法などがくるときは、

単数形で使い、a や the をつけない。

Three years went by . 『３年が過ぎました。』

Many people passed by . 『たくさんの人々が通り過ぎた。』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  how [ハウ]

副 どれくらい、どうやって

【感嘆文で】なんと

１９ページ
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How do you come to school ? 【交通手段を聞く】

『あなたはどうやって学校に来ますか？』

→ I come to school by bus [bike / train].
『私はバス[自転車 /電車]で学校に来ます。』

※ 徒歩のときは I walk to school. または I come to school on foot.

How was your summer vacation ?
『あなたの夏休みはどうでしたか？』

→ I had a very good time.『私はとても楽しく過ごしました。』

How old are you ? 『あなたは何歳ですか？』

→ I’m twelve (years old). 『私は１２歳です。』

How long are you going to stay in Tokyo ?
『あなたはどのくらい (長く)東京に滞在するつもりですか？』

→ I’m going to stay here for a [one] week.
『私はここに１週間滞在するつもりです。』

How many brothers do you have ?
『あなたには兄弟が何人いますか？』

→ I have two brothers. 『私には兄弟が２人います。』

How much is this ball ? 『このボールはいくらですか？』

→ It’s 200 [two hundred] yen. 『それは２００円です。』

How far is it from here to the station ?
『ここからその駅まではどのくらい (遠い)ですか？』

→ It is about 500 meters. 『およそ５００メートルです。』

How often do you come to this library ?
『あなたはどのくらい (ひんぱんに) この図書館に来ますか？』

→ I come here once a week. 『私はここに週に１回来ます。』

How [What] about some coffee ?
『(いくらかの)コーヒーはいかがですか？』

How do you say “hana ” in English ?
『英語で ｢花｣ はなんと言いますか？』

I don’t know how to drive a car.
『私は車の運転の仕方を知りません。』

≪感嘆文≫ ※【単語帳 No.51 … what】の感嘆文も参照のこと。

How 形容詞[副詞] + 名詞 (+ 主語 + 動詞) ! の形で

『なんと [なんて] ～でしょう [なんだろう]！』

How interesting (this book is) !

『(この本は)なんとおもしろいのでしょう！』

How beautiful (these flowers are) !

『(これらの花々は)なんて美しいのでしょう！』

≪短縮形≫ how is = how’s

How are you (doing) ?

『元気ですか？ ごきげんいかが？』

→ I’m fine, thank you.

『元気です、ありがとう。』

How do you do ? 『はじめまして。』

※ 返答も How do you do ?

比較 Nice to meet you. の返答は

Nice to meet you, too.

How [What] about you ?

『あなたはどうですか？』

How’s everything ?

『調子はどうですか？』

How do you like ~ ?

『～はどうですか？』

※ 好き嫌いや意見を聞く表現。

How do you like Japan ?
『日本はどうですか？』

→ It’s great. 『すばらしいです。』

How old ~ ? 『何歳ですか？』〔年齢〕

How many …s ~ ?
『いくつの…を～？』〔数〕

How much ~ ?
①『～はいくら？』〔値段･金額〕

②『どのくらいの…を～？』〔量〕

※ ②の訳し方は much の後ろに

数えられない名詞があるとき

How long ~ ?
『どのくらい(長く)～？』〔期間〕

How tall ~ ?
『～はどのくらい高い？』〔身長など〕

How high ~ ?
『～はどのくらいの高さ？』

〔山の高さなど〕

How far ~ ?
『～はどのくらい遠い？』〔距離〕

How often ~ ?
『何回～？ どのくらいよく～？』

〔回数･頻度〕

How about ~ ? 『～はどうですか？』

= What about ~ ?

how to ~ 『～の仕方、方法』

how to swim 『泳ぎ方、泳ぐ方法』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  about [アバウト]

前 ～について(の)

副 約…、およそ (= around)

☒  on [オン]

前 ～の上に、～の上の

～に【曜日･特定の日の前で】

～の一員で

副 上に[へ]、身につけて

(動作が)続いて、通じて

(電気･ガスなどが)ついて (⇔ off)

２０ページ
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How [What] about you ?

『あなたはどうですか？』

talk about ~ 『～について話す』

(at) about five (o’clock)

『５時くらいに、五時ごろに』

→【単語帳 No.644 … around】

This is a book about science. 『これは科学についての本です。』

Please tell me about your school.

『あなたの学校について私に教えてください。』

I know nothing about Meg. 『私はメグについて何も知りません。』

What are you talking about ?

『あなたは何について話しているのですか？』

How about a cup of tea ? 『紅茶を１杯いかがですか？』

How about playing soccer ? 『サッカーをするのはどうですか？』

※ 前置詞の後ろには、名詞または動名詞または代名詞の目的格を使う。

It’s about ten (o’clock). 『およそ１０時です。』【時間を聞かれて】

There are about 300 [three hundred] people in this park.

『この公園には約３００人の人々がいます。』

It took me about ten minutes to answer the question.

『私はその質問に答えるのにおよそ１０分かかりました。』

My mother will come home (at) about seven (o’clock).

『私の母は７時ごろに帰宅するでしょう。』

※ 数詞の前の about については

副詞とする考え方と、前置詞

とする考え方、さらに 形容詞

と考える説もある。

There is a book on the desk. 『机の上に本が１冊あります。』

We go to the library on Sundays [every Sunday].

『私たちは毎週日曜日にその図書館に行きます。』

I was born on July 7. 『私は７月７日に生まれました。』

She met Ken on her way home.

『彼女は家に帰る途中でケンに会った。』

Tom is on the soocer team. ※ team のときは on

= Tom is in the soccer club. ※ club のときは in

『トムはサッカーチーム[サッカー部]に入っています。』

曜日･特定の日(～月…日)の前には on を使う。

on Tuesday 『火曜日に』

on ~days 『毎週～曜日に』

= every ~day

※ everyの後ろの名詞には複数形の s不要。

on July 7 [セヴンス] 『７月７日に』

※ 『…日』はふつう数字で書き、

序数(～番目)の読み方をする。

※ 『午後に』は in the afternoon だが

『５月３日の午後に』と言うときには、

on the afternoon of May 3 となる。

Let’s get on the bus. 『(その)バスに乗りましょう。』

Turn on the TV. 『(その)テレビをつけなさい。』

The light was on. 『(その)電気はついていました。』

May I try this coat on ? = May I try on this coat ?
『このコートを試着してもいいですか？』

Put your jacket on. = Put on your jacket.
『あなたのジャケットを着なさい。』

※ 目的語が代名詞のときは、try it on, put it on のように言う。

on one’s way to ~ 『～へ行く途中で』

on vacation [holiday] 『休暇中で』

※ vacation … 長期の休暇 →【No. 430】

holiday … １日の休暇 →【No. 429】

go on a picnic 『ピクニックに行く』

get on (~) 『(～に)乗る』

turn on ~ 『～のスイッチを入れる』

try on ~ = try ~ on 『～を試着する』

put on ~ = put ~ on 『～を着る』

from now on 『これからは』

~ , and so on 『～など』

アクセント注意

on the desk [table] 『机[テーブル]の上に』

※ over【No. 211】は真上にあるか、表面をおおっている状態を、

above【No. 1096】は上のほうに離れている状態を表す。

on the wall 『壁に』/ on the ceiling 『天井に』

※ on は物の表面に接触していることを表すので、

視覚的に『～の上』とは限らない。

on your right [left] 『あなたの右側に[左側に]』

watch a baseball game on TV 『テレビで野球の試合を見る』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  me [ミー]

代 私を、私に ※ I (私は、私が)の目的格

☒ under [アンダァ] (⇔ over)

前 ～の下に、～の下で、～の下へ

～未満の

☒  has [ハぁズ]

動 have の３人称単数現在形

助 現在完了形を作る語

☒  we [ウィー]

代 私たちは、私たちが

☒  they [ぜイ]

代 彼らは、彼らが

彼女らは、彼女らが

それらは、それらが

２１ページ
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The cat is under the table.
『そのネコはそのテーブルの下にいます。』

The old man is sleeping under that tree now.

『その老人は今あの木の下で眠っています。』

Emi is wearing a blue shirt under her jacket.

『エミは上着の下に青いシャツを着ています。』

※ 『６歳未満の子供たち』(６歳は含まない) … children under six
『６歳以下の子供たち』(６歳を含める) … children of six and under

under … ｢～の真下に｣ (⇔ over)

below … ｢～の下のほうに｣ (⇔ above)

→【単語帳 No. 1097 … below】

We like music. 『私たちは音楽が好きです。』

We don’t live in Tokyo. 『私たちは東京には住んでいません。』

Are you students ? 『あなたたちは学生ですか？』

→ Yes, we are. 『はい、そうです。』

We have much [a lot of] rain in June. ※ rain は数えられない名詞

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

They are very tall. 『彼ら[彼女ら /それら]はとても背が高い。』

They know me. 『彼女たち[彼ら]は私を知っています。』

They can’t run fast. 『それら[彼ら /彼女ら]は速く走れません。』

Do your brothers know Emi ? → Yes, they do.

『あなたの兄弟はエミを知っていますか？』『はい、知っています。』

The boy has a book in his hand. 『その少年は手に本を持っています。』

She has a dog. 『彼女は犬を１匹飼っています。』

☆ 英文の主語が he, she, it のような ≪３人称･単数形≫ で、

時制が ｢現在形｣ のときには、動詞の語尾に(e)s をつける。

→ くわしくは、かんたん英文法【３単現の s】参照のこと。

Meg has to [must] do her homework. ※ [ハぁストゥ] と読む。

『メグは彼女の宿題をしなければなりません。』

60

自分のことを指すときに使う語。

日本人はよく自分のことを人指し指で指さして

あらわすが、英語圏の人は自分の胸のあたりに

手のひらを当ててあらわすことが多い。

Ken doesn’t know me. 『ケンは私のことを知りません。』

Please give me the book. 『私にその本をください。』

Who is it ? 『どなたですか？』【ドアのノックなどを聞いて】

→ It’s me. 『私です。』 ※ この場合、I am ~ とは答えない。

I’m hungry. 『私はおなかがすいています。』

→ Me, too. 『私もです。』【相手の言ったことへの賛成･同意】

they は he, she, it の複数形

… they は３人称･複数形の主語

59

☆「it の複数形は？」と聞くと、【イッツ】と答える生徒が多いですが、

これは間違いで、正解は they です。しっかりと区別しましょう。

※ its … it の所有格、『それの』と訳す。

it’s … it is の短縮形、『それは～です。』と訳す。

Ken has lived here for a year. 『ケンはここに１年間住んでいます。』

we は I (私は、私が)の複数形。

… weは１人称･複数形の主語。

※ have の語尾には s をつけずに

has という特別な形になる。

has to ~ (= must)
『～しなければならない』

※ この場合、２語がつながり、

[ハぁストゥ] と発音される。

→【単語帳 No.16 … have】

They say (that) ~ 『～だそうです』

※ 人からうわさなどで聞いたときに

文脈･状況に

応じて、訳し

分ける。
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