
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  often [オ(―)ふン]

副 しばしば、よく、たびたび

≪50％程度の確率･割合をあらわす≫

☒  was [ワズ] ☆ am, is の過去形

動 ～だった、～にいた

助 ≪was + ~ing で≫ ～していた

≪was + 過去分詞で≫ ～された

☒  were [ワ～] ☆ are の過去形

動 ～だった、～にいた

助 ≪were + ~ing で≫ ～していた

≪were + 過去分詞で≫ ～された

☒  around [アらウンド]

副 まわりに、めぐって、あちこち

前 ～のまわりに

約… (= about)
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Tom is often late for school.

『トムはよく学校に遅刻します。』

Emi often writes (a letter) to Ken.

『エミはよくケンに手紙を書きます。』

How often do you go to the library ?

『あなたはどのくらい (の頻度で) その図書館に行きますか？』

※ この質問に対しては Once a week. ｢週に１回｣、

Twice a month. ｢月に２回｣ のように答える。

☆ くわしくは、かんたん英文法【頻度を表す副詞】参照。

That boy was running then.
『あの少年はそのとき走っていました。』

This book was written by Soseki.
『この本は漱石によって書かれました。』

※ 受け身(受動態)の文。written は write の過去分詞。

The boys were swimming in that river.

『その少年たちはあの川で泳いでいました。』

Those desks were made by Tom.

『あれらの机はトムによって作られました。』

※ 受け身(受動態)の文。made は make の過去分詞。

※ often, always などの語を『頻度 (ひんど)を

表す副詞』という。be 動詞･助動詞のある文

では be 動詞･助動詞のうしろに、一般動詞の

ある文では一般動詞の前に使う。

How often ~ ? = How many times ~ ?

『どのくらい (の頻度で) ～、何回～』

I was sick last week. 『私は先週病気でした。』

Meg wasn’t in her room. 『メグは彼女の部屋にいなかった。』

was not の短縮形 → wasn’t

were not の短縮形 → weren’t

※ スペリング (つづり)に注意！

… are の前に w が付くのではない。

We weren’t busy yesterday.

『私たちは昨日忙しくありませんでした。』

There were a lot of stars in the sky.

『空にはたくさんの星がありました。』

He looked around and found the shop.

『彼は周りを見回して、その店を見つけました。』

I’ll show you around. 『私があなたを (あちこち)ご案内します。』

The earth goes [moves/turns] around the sun.

『地球は太陽のまわりをまわっています。』

Is there a library around here ?

『このあたりに図書館がありますか？』

We got here around [about] eleven (o’clock).

『私たちは１１時ごろにここに着きました。』

※ get here ｢ここに着く｣ … here は副詞なので直前に前置詞 to は不要。

look around 『周りを見回す』

turn around 『振り返る』

show ~ around
『～をあちこち案内する 』

→【単語帳 No. 245 … show】

all around 『いたる所に』

travel around the world
『世界一周をする』

アクセント注意

→【単語帳 No. 180 … be】も参照のこと

☆ アメリカでは、時刻の前につく about ｢およそ、約｣のかわりに

around が使われることもある。→【単語帳 No. 54…about】

→【単語帳 No. 180 … be】も参照のこと

発音注意
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→【単語帳 No. 394 … use】

☒  within [ウィずィン]

前 ～以内に[で]、～の範囲内に[で]

☒  along [アロ(―)ング]

前 ～に沿って、～を通って

副 前へ、いっしょに

☒  borrow [バろウ]

動 ～を借りる (⇔ lend ｢貸す｣【No. 607】)

活用 ： borrowed [バろウド]

– borrowed – borrowing

３単現形：borrows [バろウズ]

☒  join [ヂョイン]

動 (～に)加わる、参加する

活用 ： joined [ヂョインド]

– joined – joining

３単現形：joins [ヂョインズ]

☒  still [スティル]

副 まだ、なお、やはり

さらに【比較級を強めて】

☒  quickly [クウィックリィ]

副 すばやく、急いで、速く (⇔ slowly【No. 199】)

[比較変化] quickly - more ~ - most ~
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☆ 副詞 の用法の例文は省略します。

There are a lot of [many] trees along the river.

『その川に沿ってたくさんの木があります。』

We walked along the street.

『私たちはその通りに沿って歩きました。』

※ ｢その通りを歩きました｣と訳すことも多い。get along

『暮らしていく、うまくやっていく』

come along 『いっしょに来る』

Meg is still in bed. 『メグはまだ寝ています。』

He still loves you. 『彼はまだあなたを愛しています。』

She will be [come] back within an hour.

『彼女は１時間以内に戻るでしょう。』

Stay within this house. 『この家の中にいなさい。』

I live within two miles of the station.

『私はその駅の[から]２マイル以内に住んでいます。』

※ mile(s) [マイル(ズ)] … 距離の単位。１マイルは 1,609 メートル

within an hour 『１時間以内に』

比較 in an hour

｢１時間経てば、１時間すれば｣

※ 訳し方のちがいに注意！

She walked quickly. 『彼女は速足で歩きました。』

Tom finished dinner quickly.

『トムは夕食をすばやく済ませました。』
※ fast の同意語ともされるが、quickly は fast よりも

動作がきびきびしていて、すばやい様子をあらわす。

Can I borrow this pen ?

『このペンを借りてもいいですか？』

I borrowed some money from Ben.

『私はベンから (いくらかの)お金を借りました。』

※ borrow は他の場所へ持っていけるものを借りるときに使う。

電話 (phone)や トイレ (bathroom)などを借りるときには、

borrow ではなく use を使う。→【単語帳 No. 394 … use】

☆【No. 705 … phone】、【No. 762 … bathroom】も参照のこと。

Will you join us ? (= Why don’t you join us ? もほぼ同意)

『私たちに参加しませんか？ / 私たちの仲間になりませんか？』

※ Why don’t you ~ ? →【単語帳 No. 582 … why】

Ken joined the soccer club. 『ケンはそのサッカー部に加わりました。』

Two rivers join here. 『２つの川がここで合流します。』

649
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☆ still には｢静かな (= quiet)、動かない｣の意味の形容詞もある。

a still night『(風のない) 静かな夜』/ a still town『静かな町』

☆ fast【単語帳 No. 198】も参照のこと。

発音注意

※ much にも比較級を強める

用法がある。→【単語帳 No. 39】
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