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☒  cat [キぁット]

名 ネコ

☒  dog [ド(ー)グ]

名 犬

☒  two [トゥー]

名 ２

形 ２の

同音語：to (～へ)、too (～もまた)

☒ pen [ペン]

名 ペン【ボールペン･万年筆を含む】

☒ pencil [ペンスル]

名 えんぴつ
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It’s two (o’clock) now. 『今２時です。』

※ o’clock は of the clock の短縮からできた語。

｢～時(ぴったり)｣ のときにだけ使う。省略することもできる。

He came here at two thirty. 『彼はここに２時３０分に来ました。』

※ 子猫は kitten [キトゥン]

※ 英米では、ネコに対しては

悪いイメージを持っており、

そのようなイメージを含む

ことわざがいくつもある。

I have two brothers. 『私には兄弟が２人います。』

The baby is two (years old). 『その赤ちゃんは２歳です。』

※ year(s) old ｢～歳｣ は省略することもできる。

※ 特にイギリスなどでは、犬のことを

man’s best friend ｢人間の最良の友｣

として、家族の一員のように扱う。

ただし、その反面、悪いイメージを

あらわすことわざもある。

I want to have [keep] a white cat . 『私は白いネコを飼いたい。』

Emi has [keeps] a cat and it has blue eyes.

『エミはネコを１匹飼っていて、それ[そのネコ]は青い目をしています。』

※ keep は家畜を飼うときなどに使うことが多く、上の２文は have のほうがふつう。

※ ふつう動物の代名詞は it になるが、親しみを込めて he , she とすることもある。

A cat went into the room. 『１匹のネコがその部屋の中に入っていった。』

Meg has [keeps] three dogs. 『メグは犬を３匹飼っています。』

※ keep は家畜を飼うときに使うことが多く、have のほうがふつう。

I like dogs very much. = I love dogs.

『私は犬がとても好きです[大好きです]。』

※ 一般的に『犬』・『ネコ』・『りんご』というように全体の集合をあらわす

ときには dogs , cats , apples のように複数形にする。

ある特定の種類やグループをさすときには the ~(s) になることもある。

Do you have a pen ? 『あなたはペンを持っていますか？』

The blue pen is mine. 『その青いペンは私のものです。』

Where did you buy the pen ?

『あなたはそのペンをどこで買いましたか？』

Please write your name with a pen.

『あなたの名前をペンで書いてください。』

※ in pen も可。その場合は a をつけない。

I want a red pencil . 『私は赤えんぴつがほしい。』

Whose pencil is this ? 『これはだれのえんぴつですか？』

He lost my pencil . 『彼は私のえんぴつをなくしました。』

※ lost は lose [ルーズ] の過去形。→【No. 613 … lose】

Write with a pencil . 『えんぴつで書きなさい。』

※ in pencil も可。その場合は a をつけない。

a mechanical [メキぁニクル] pencil

『シャープペンシル』

a pencil case [ケイス] 『ふで箱、ふで入れ』

※ ケースとは読まない。

case には ｢事情、事件、場合｣ の意味もある。

※ 消しゴム は eraser [イれイサァ]

a ballpoint [ボールポイント] pen

『ボールペン』

a pen pal [パぁル] , a pen-friend

『ペンパル、文通友達(ペンフレンド)』
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It’s raining cats and dogs. 『雨がどしゃ降りです。』

※ 英米では cats が大雨を、dogs が強風を招くという迷信がある。

※ second ｢２番目(の)、第２日｣

→【単語帳 No. 336】
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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 〕

☒  red [れッド]

名 赤

形 赤い

同音語：read ( read ｢読む｣ の過去形･過去分詞形)

☒  blue [ブルー]

名 青

形 青い、ゆううつな、陰気な

☒  three [すりー]

名 ３

形 ３の

☒ car [カー]

名 車、自動車

(列車の)客車、車両

☒ book [ブック]

名 本、書物、書籍、～巻、～編

２３ページ
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by car 『車で』

※ 交通手段をあらわすときは

a や the をつけない。

a sleeping car 『(列車の)寝台車』

→【単語帳 No. 701… sleep】
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I like red. 『私は赤が好きです。』

That girl in red is Emi.

『赤い服を着ているあの女の子はエミです。』

I like blue very much. = I love blue.

『私は青が大好きです。』

My favorite color is blue. 『私の大好きな色は青です。』

→【単語帳 No. 780… favorite】

I can drive a car. 『私は車を運転することができます。』

That red car is mine. 『あの赤い車は私のものです。』

My father goes to his office by car.

『私の父は車で会社に行きます。』

Please get out of this car. 『この車から降りてください。』

※ 車やタクシーなどのせまい乗り物に『乗る』『降りる』は

get in , get out of を、バスや電車などの大きい乗り物に

『乗る』、『降りる』は get on , get off を使う。

→【単語帳 No. 147 … get】

a red light 『赤信号』 ※ light →【No. 463】

a red rose [ろウズ] 『赤いバラ』

the blue sky 『青空』

blue Monday 『ゆううつな月曜日』
※ 休日明けで、学校や会社へ

行かなければならないから

☆『青信号』は blue を使わずに、

a green light と言う。

→【単語帳 No. 572 … green】

The sky is blue. 『空が青いです。』 →【単語帳 No. 370… sky】

Tom has blue eyes. 『トムは青い目をしています。』

→【単語帳 No. 385…eye】

That blue bike is Ken’s [Ken’s bike].

『あの青い自転車はケンのもの[ケンの自転車]です。』

My car is red. 『私の車は赤いです。』

I want a red dress. 『私は赤いドレスがほしい。』

We must stop on a red light.

『私たちは赤信号では止まらなければならない。』

He has three caps. 『彼は帽子を３つ持っています。』

My son is three (years old). 『私の息子は３歳です。』

→【単語帳 No. 346… son】

It’s three fifteen now. 『今３時１５分です。』

Three and four make(s) seven. 『３たす４は７。(３＋４＝７)』

I often read a book [books]. 『私はよく本を読みます。』

Open your books to page 3 [three].

『(あなたたちの)本の３ページを開きなさい。』

Close your books. 『(あなたたちの)本を閉じなさい。』

Do you have any English books ?

『あなたは英語の本を (何冊か)持っていますか？』

a comic book 『漫画本』→【No. 959】

a picture book 『絵本』→【No. 491】

a stamp book 『切手帳』→【No. 818】

Book 1 [One] 『第１巻』
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※ third ｢３番目(の)、第３日｣

→【単語帳 No.338】

☆ ｢書店｣は bookstore [ブックストァ] という。
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