
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  station [ステイシャン]

名 駅、署、局

☒  class [クラぁス]

名 クラス(の生徒たち)、授業、学級

階級、等級

☒  sorry [ソーりィ／サりィ]

形 気の毒で、すまなく思って

後悔して、残念で、残念ながら

☒  wish [ウィッシュ]

動 ～を願う、望む

名 願い、願い事、祝福のことば

活用 ： wished [ウィッシュト]

– wished – wishing

３単現形：wishes [ウィッシィズ]
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wish to ~ 『～することを願う』

wish for ~ 『～を願う[望む]』

make a wish 『願い事をする』

544

I’m sorry.『ごめんなさい。すみません。』

※ I’m を省略して Sorry . とも言う。

※ 文末をあげて読むと、『もう１度言って

下さい。』の意味にもなる。

be sorry to ~ 『～して残念で、

～して気の毒に思う』

Shinjuku Station 『新宿駅』

※ 駅名にはふつう the をつけない。

a fire station 『消防署』

a police station 『警察署』

a gas [ギぁス] station
『ガソリンスタンド』

※ ガソリンスタンドは和製英語。

in the same class
『同じクラスに[同級生で]』

English class 『英語の授業』

between classes 『休み時間に』

the first class 『１等、１級』

I made a wish. 『私は願い事をしました。』

Best wishes, = With (my) best wishes, 『ご多幸を祈って』

※ 手紙の結びに使う表現。ピリオドではなく、コンマを使う。

There are thirty-five students in our class.
『私たちのクラスには３５人の生徒がいます。』

Tom and I are in the same class.
『トムと私は同じクラス[同級生]です。』

I like English class very much.
『私は英語の授業がとても好きです。』

※ この場合、class に複数形の(e)s をつけないのがふつう。

How many classes do you have on Monday ?
『あなたは月曜日に何時間授業がありますか？』

→ We have six (classes) (on Monday).
『私たちは (月曜日に)６つ (の授業が)あります。』

I’m sorry (that) I’m late. 『遅れてごめんなさい。』

Can you come with me ? 『私といっしょに来られますか？』

→ I’m sorry, (but) I can’t. 『残念ですが、できません。』

I’m sorry to hear that. 『私はそれを聞いて残念です。』

☆ 相手の注意を引くときの｢すみません。/ 失礼ですが。｣は

Excuse me. を使う。→【単語帳 No. 721 … excuse】

We felt sorry for the children. ※ for ｢～に対して｣

『私たちはその子供たちをかわいそうに感じました。』

wish … 実現の可能性が低いことを願うことが多い。

hope … 実現可能なことを望むことが多い。→【単語帳 No. 348】

Tom wishes to be a teacher. 『トムは先生になりたいと願っている。』

※ wish の後ろには不定詞 (to ~)を使う。動名詞 (~ing)は使えない。

We wish you a Merry Christmas. 『クリスマスおめでとう。』

We all wish for peace. 『私たちは皆平和を願っている。』

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

Emi went to the station to meet Tom.
『エミはトムを出迎えるためにその駅に行きました。』

※ meet ｢～を出迎える｣ (⇔ see off ~ , see 代名詞 off ｢～を見送る｣)

Where is the nearest station from here ?
『ここからいちばん近い駅はどこですか？』

Change trains at the next station.
『次の駅で電車を乗り換えなさい。』

※ 複数形は classes [―ィズ]
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  rise [らイズ]

動 昇る (⇔ set)、上がる (⇔ fall)

活用 ： rose [ろウズ]

– risen [りズン] – rising

※ 過去形 … rose (バラ) の同音語

３単現形：rises [らイズィズ]

☒  set [セット]

動 ～を定める、置く、準備する

(太陽･月が)沈む (⇔ rise)

名 一組、セット

活用 ： set [セット]

– set – setting

３単現形：sets [セッツ]

☒  yen [イェン]

名 円（記号は￥）【日本の貨幣単位】

☒  dollar [ダラァ]

名 ドル (記号は＄) ※ １ドルは 100 セント

【アメリカ･カナダ･オーストラリアなどの貨幣単位】

☒  shy [シャイ]

形 恥ずかしがりやの、内気な

☒  lonely [ロウンリィ]

形 さびしい、孤独な、ひとりぼっちの
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活用

注意
~ing
注意

a tea set 『紅茶の茶器セット』

The sun rises in the east. 『太陽は東から昇る。』

※ 日本語訳は ｢～から｣ だが、from ではなく in を使う。

The temperature [テンペラチャ] rose to 35 degrees.
『気温が３５度まで上がりました。』

※ degree(s) [ディグりー(ズ)] ｢(温度･角度などの)度、程度｣

The prices are rising. 『物価が上がっています。』

→【単語帳 No. 1016 … price】

Tom set the table for dinner.
『トムは夕食のために食卓の準備をしました。』

Meg set the alarm [アラーム] clock for seven o’clock.
『メグは目覚まし時計を７時に鳴るようにセットしました。』

※ 上の２文はどちらも、主語が３人称･単数形だが、動詞の語尾に

３単現の s がついていないので、どちらの set も過去形である。

The sun sets in the west. 『太陽は西に沈む。』

※ 日本語訳では ｢～に｣ だが、to ではなく in を使う。

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

seven dollars (and) fifty cents 『７ドル５０セント』

※ ＄7.50 とも書く。→【単語帳 No. 852… cent】

※ 単複同形なので、複数形でも s をつけない。

… Japanese, fish, sheep なども同様。

発音注意

発音注意

This bag is two thousand [2,000] yen.

『このバッグは２,０００円です。』

That’s three hundred (and) sixty [360] yen, please.

『３６０円になります。』【会計時、レジで】

※ 値段は数字であらわすこともできる。

The pen is two [2] dollars.

『そのペンは２ドルです。』

I paid three [3] dollars for the notebook.

『私はそのノートに３ドル支払いました。』

※ yen とは異なり、複数形の s がつく。

※【単語帳 No. 598…pay】も参照のこと。

a lonely village 『人里はなれた村』

a lonely island [アイランド] 『孤島』

→【単語帳 No. 944… island】

I feel very lonely. 『私はとてもさびしく感じます。』

She has been lonely since her husband died.
≪現在完了形≫

『彼女は(彼女の)夫が死んでからずっと孤独です。』

※ been は be の過去分詞 →【単語帳 No. 180 … be】
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550

Tom is a shy boy. 『トムは内気な少年です。』

Don’t be shy. 『恥ずかしがらないで。』

※ sunrise [サンらイズ] ｢日の出｣ ⇔ sunset [サンセット] ｢日没｣

… 上記はどちらも 名詞 。【単語帳 No. 672 … sun】も参照のこと。

発音注意
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