
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  dream [ドゥりーム]

名 夢

☒  far [ふァー] (⇔ near)

副 遠くに、遠くへ

はるかに、ずっと【比較級を強めて】(= much)

形 遠い

[比較変化] far - farther - farthest ≪距離≫

[比較変化] far - further - furthest ≪時間･程度≫

※ 内容によって比較変化が異なる。

☒  abroad [アブろード]

副 外国に、外国へ、外国で

☒  quiet [クワイエット]

形 静かな (⇔ noisy)、おだやかな

派生語：quietly (静かに) →【単語帳 No. 1094】

☒  dear [ディア]

形 親愛なる…、…様

名 かわいい人、あなた

間 おや、まあ

同音語：deer (鹿)
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have a happy [strange] dream

『楽しい[不思議な]夢を見る』

※ 日本語の｢見る｣の訳につられて

see などを使わないように注意！

dream comes [dreams come] true

『夢が実現する』

※ come true「実現する」

I had a strange dream yesterday.
『私は昨日不思議な夢を見ました。』

My dream is to become [becoming] an English teacher.

= I have a dream of becoming an English teacher.
『私の夢は英語の先生になることです。』

※ 下の英文 … of が前置詞なので、うしろには動名詞 (becoming)を使う。

前置詞のうしろに不定詞 (to become)は使えない。

His dream came true. 『彼の夢は実現しました。』

Is the library far from your school ?
『その図書館はあなたの学校から遠いですか？』

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

→ It’s about ten kilometers . 『約１０キロです。』

※ kilometer(s) [キラミタァ(ズ)] ｢キロメートル｣

My uncle lives far away.
『私のおじは遠くに住んでいます。』

Your bike is far [much] better than mine.
『あなたの自転車は私の(自転車)よりずっと良い。』

I want to visit a far country.
『私は遠い国を訪れたい。』

far from ~ 『～から遠い、～どころではない』

How far ~ ? 『どのくらい(遠く)～』

far away 『ずっと遠くに』

so far 『今のところ、これまでは』

as [so] far as ~ 『～のかぎりは、～まで』

I want to go abroad. 『私は外国へ行きたい。』

= I want to go to a foreign country.
※ foreign『外国の』形容詞 →【単語帳 No. 515】

She is studying abroad. ※ 前置詞を使わない！

『彼女は外国で勉強[留学]しています。』

He is a student from abroad [a foreign country].

『彼は外国からの留学生です。』

go abroad 『外国へ行く』 ※ to を使わない。

study abroad 『留学する』 ※ in を使わない。

※ abroad は副詞なので、前置詞は必要ない。

a student from abroad 『外国からの留学生』

※ この abroad は前置詞の目的語として

例外的に名詞のように使われている。

Be quiet, please. = Please be quiet.
『静かにしてください。』

The old man lived a quiet life.
『その老人はおだやかな生活をおくりました。』

Dear Mr. Brown, 『ブラウン様』 / Dear Tom, 『親愛なるトムへ』

※ Dear の後ろにフルネームは用いない。 文末にはコンマを使うことにも注意！

Listen, dear. 『聞いて、あなた。』→【単語帳 No. 284 … listen】

Oh, dear ! 『おや、まあ。』→【単語帳 No. 25 … oh】

525

☆ dream には ｢夢を見る｣ の意味の 動詞 の用法もある。

アクセント注意
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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 〕

☒  idea [アイディ(ー)ア]

名 考え、アイディア

思想、概念

☒  honest [アネスト] ※ 語頭の h を発音しない。hour [アウア] ｢時間｣ の h と同様。

形 正直な、誠実な、うそをつかない

☒  strong [ストゥろ(ー)ング] (⇔ weak)

形 強い、じょうぶな

(味が)濃い、(酒、薬、香りなどが)強い

[比較変化] strong - stronger - strongest

☒  front [ふらント] ※ [フろント] と読まないように注意！

名 前部、正面 (⇔ back)

形 正面の、前の、おもての (⇔ back)

☒  chance [チぁンス]

名 機会、チャンス、見込み、可能性

偶然、運
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I have an idea. 『私に１つ考えがあります。』

Do you have any idea ? 『あなたは何か考えはありますか？』

※ この場合には複数形の s をつけないのがふつう。any のうしろには

数えられる名詞、数えられない名詞のどちらでも使うことができる。

→【単語帳 No. 109 … any】

My idea is very different from yours (= your idea).

『私の考えはあなたの(考え)とはとても異なります。』

I have no idea. 『わかりません。』

(= I don’t know.)

That’s a good idea.

『それはいい考えですね。』

※ Good idea. とも言う。

Let’s meet in front of the station .
『その駅の正面で会いましょう。』

※ in [at] the front of ~ は ｢～の前の部分に｣ の意味になる。

I sat in [at] the front of the bus .
『私はそのバスの前列に座りました。』

Where is the front door ? 『正面玄関はどこですか？』

the front of a building 『建物の正面』

in front of ~ 『～の正面に、～の前の』

(⇔ at the back of ~ 『～の後ろに』)

the front door 『正面玄関』

発音注意

アクセント注意

an honest boy 『正直な少年』

※ honest の語頭の発音は母音なので ｢１つの～、１人の～｣ は

a ではなく an を使う。the の場合は [ズィ] と発音する。

Be honest.

『正直でいなさい。正直になりなさい。』

I think (that) Ken is honest.

『私はケンは正直だと思います。』

Tom’s soccer team is very strong .
『トムのサッカーチームはとても強い。』

That man looks strong .
『あの男性は強そうに見えます。』

The boy is stronger than Ken .
『その少年はトムよりも強い。』

a strong man 『強い男性、じょうぶな男』

strong coffee 『濃いコーヒー』

Give me another chance. 『もう一度チャンスをください。』

※ another ｢もう１つの｣ →【単語帳 No. 631】

I had a good chance to speak English.

『私は英語を話す良い機会がありました。』

We met Emi in the park by chance.

『私たちは公園で偶然エミに会いました。』

get a chance 『機会[チャンス]を得る』

by chance 『偶然に、たまたま』

(= by accident →【単語帳 No. 761】)
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発音注意

※ back【単語帳 No. 330】も参照のこと。
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