
〔 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、プリント教材の【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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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

→【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。』
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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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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  television (= TV) [テレヴィジョン(ティーヴィー)] ※ TV は television の略語。

名 テレビ、テレビ放送

【実際の英文では 略語である TV を使うことが多い】

☒  radio [れイディオウ]

名 ラジオ、ラジオ放送

無線、無線通話

☒  sound [サウンド]

動 ～に聞こえる、音がする

名 音

活用 ： sounded [サウンディド]

– sounded – sounding

３単現形：sounds [サウンズ]

☒ interesting [インタれスティング]

形 おもしろい、興味深い

[比較変化] interesting

- more ~ - most ~
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関連語：interested (興味のある)

→【単語帳 No. 726】

654

watch TV (= television) 『テレビを見る』

watch a soccer game on TV (= television)

『テレビでサッカーの試合を見る』

turn on [off] the TV (= television)

『テレビをつける[消す]』

a TV program / TV programs 『テレビ番組』

turn on [off] the radio 『ラジオをつける[消す]』

listen to the radio 『ラジオを聞く』

hear the news on the radio
『ラジオで(その)ニュースを聞く』

Emi usually watches TV after dinner.
『エミはたいてい夕食後にテレビを見ます。』

I watched a soccer game on TV.
『私はテレビでサッカーの試合を見ました。』

※ ｢テレビを見る｣、｢テレビで｣ という意味のときは

冠詞の a や the をつけない。

Please turn off the TV. 『テレビを消してください。』

※ ｢～の音量を小さくする[弱くする] は turn down ~

→【単語帳 No. 587… turn】

☆ ｢テレビゲーム｣ は a video game という。→【No. 706】

Ken turned on the radio.
『ケンはラジオをつけました。』

Meg is listening to the radio.
『メグはラジオを聞いています。』

I heard the news on the radio.
『私はラジオで(その)ニュースを聞きました。』

sound + 形容詞(～) 『～に聞こえる、～そうだ。』

That sounds good. 『それは良さそうね[すてきそうね]。』

sound like + 名詞(…) 『…に聞こえる、…そうだ。』

That sounds like fun. 『それはおもしろそうです。』

※ like ｢～のような｣は 前置詞、fun ｢楽しみ｣は 名詞

I heard a strange sound. 『私は奇妙な音を聞きました。』

Can you hear the sound of that bell ?

『あなたはあのベル[鐘 /鈴]の音が聞こえますか？』

sound ~ , sound like ~ … 耳で聞いたことに対して / look ~ , look like ~ … 目で見たことに対して

※ 後ろに 形容詞 がくるときには like を使わない。 名詞 の前に使うときには 前置詞 の like が必要になる。

→【単語帳 No. 122… like】、【単語帳 No. 251 … look】も参照のこと。

She told us an interesting story.

『彼女は私たちにおもしろい話をしてくれました。』

= She told an interesting story to us.
※ 上の英文は第４文型、下の英文は第３文型の文。

This book is interesting to [for] me. 『この本は私にはおもしろい。』

= I am interested in this book. 『私はこの本に興味があります。』

アクセント注意

an interesting story
『おもしろい[興味深い]話』

アクセント注意

発音注意 ※ o で終わる語だが、複数形は例外的に s だけをつけて radios になる。

同じようなものに piano → pianos がある。…【単語帳 No. 74】

発音注意

make a sound 『音を立てる』

a strange sound 『奇妙な音』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  climb [クライム]

動 (～に)登る

活用 ： climbed [クライムド]

– climbed – climbing [クライミング]

※ climbing には｢登山｣の意味の 名詞 もある。

３単現形：climbs [クライムズ]

関連語：climber [クライマー] ｢登山者｣

☒  belong [ビロ(－)ング]

動 属する、所属する

活用 ： belonged [ビロ(－)ングド]

– belonged – belonging

３単現形：belongs [ビロ(－)ングズ]

☒  already [オールれディ]

副 すでに、もう【肯定文で】

☒  suddenly [サドゥンリィ]

副 突然、急に、不意に

☒  push [プッシュ]

動 (～を)押す (⇔ pull)

活用 ： pushed [プッシュト]

– pushed – pushing

３単現形：pushes [プッシィズ]

☒  pull [プル]

動 (～を)引く、引っ張る (⇔ push)

活用 ： pulled [プルド]

– pulled – pulling

３単現形：pulls [プルズ]

166 ページ

655

656

657

658

※ already と yet は どちらも ｢もう｣ と訳すが、already はふつう肯定文で、

yet (｢もう｣の意味で)は疑問文で使う。

… ｢まだ｣の意味の yet は否定文で使う。→【単語帳 No. 731…yet】

※ 驚きや意外な気持ちを強く

表現するときには疑問文で

使うこともある。

It is already dark outside. 『外はもう[すでに]暗いです。』

The train has already left. ※ この left は leave の過去分詞。

『その列車はもう[すでに]出発しました。』

※ already は現在在完了形の文では have と過去分詞のあいだに使う。

The train stopped suddenly. 『その列車は急停止した。』

Suddenly (,) it began [started] to rain [raining] hard.

『突然 (、)はげしく雨が降り始めました。』

アクセント注意

Monkeys climb well. 『サルは木登りが上手です。』

→【単語帳 No. 900…monkey】

I climbed Mt. Fuji last week.
『私は先週富士山に登りました。』

※ Mt. [マウント] は Mount の略で、山の名前の前に使う。

→【単語帳 No. 514…mountain】

Have you ever climbed Mt. Everest [エヴェれスト] ?

『あなたは今までにエベレスト山に登ったことがありますか？』

発音注意

belong to ~ 『～に属する、所属する』

Emi belongs to the music club.
『エミは音楽部に所属しています。』

= Emi is a member of the music club.
『エミは音楽部の一員です。』

This bike belongs to me. 『この自転車は私の物です。』

= This bike is mine.

※ belong を進行形(~ing)や命令文で使うことはほとんどない。

Push the button [バトゥン] . 『そのボタンを押しなさい。』

I pushed Ken out of the room. 『私はケンを部屋から押し出した。』

※ out of ~ ｢～から(外へ)｣ →【単語帳 No. 345…out】

Emi pushed the door open. 『そのドアを押して開けました。』

※ この open は 形容詞 →【単語帳 No. 258 … open】

Don’t pull my hair. 『私の髪を引っ張らないで。』

Pull the door open. 『そのドアを引いて開けなさい。』

※ この open は 形容詞 →【単語帳 No. 258…open】

☆ 英語圏では、牛乳パックなどの注ぎ口のところに

Pull to open (開くために引く) の記述がある。

659

660 push ⇔ pull
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