
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  traffic [トゥらぁふィク]

名 交通、交通量、(人･車の)行き来

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  purpose [パ～パス]

名 目的、目標、意図

☒  forget [ふォゲット]

動 (～を)忘れる (⇔ remember)

活用 ： forgot [ふォガット]

– forgot / forgotten [ふォガットゥン]

– forgetting

３単現形：forgets [ふォゲッツ]

☒  remember [りメンバァ]

動 ～を思い出す、覚えている

(⇔ forget)

活用 ： remembered [りメンバド]

– remembered – remembering

３単現形：remembers [りメンバズ]
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for the purpose of ~ 『～の目的で』

on purpose 『わざと、故意に』

a traffic light 『交通信号』

a traffic accident 『交通事故』

a traffic jam 『交通渋滞』

※ jam [ヂぁム] ｢(果実の)ジャム、混雑｣

☆ 上記の a は、light, accident などの

名詞についている冠詞。

Turn right at the second traffic light [signal].

『２番目の交通信号のところで右に曲がりなさい。』

※ light のかわりに signal [スィグナル]｢信号(機)、合図｣も可。

My uncle had a traffic accident last month.

『私のおじは先月交通事故にあいました。』

Traffic is heavy around here. 『このあたりは交通量が多い。』

= There’s heavy traffic around here .

→【単語帳 No. 738…heavy】【No. 644…around】

What’s the purpose of your visit ?
『あなたの訪問の目的は何ですか？』【空港の税関などで】

He went to France for the purpose of studying art.
『彼は美術を勉強する目的でフランスへ行きました。』

= He went to France to study art.
『彼は美術を勉強するためにフランスへ行きました。』

発音注意

I forgot his address [あドゥれス] .
『私は彼の住所を忘れてしまいました。』

Don’t forget to call me. 『忘れずに私に電話して。』… ①

I’ll never forget seeing you.
『私はあなたに会えたことを決して忘れません。』… ②

I forgot my bag again. 『私はまたバッグを置き忘れました。』

※ 場所を特定して｢～に置き忘れる｣というときは leave を使う。

I left my bag on the train. 『私は電車にバッグを置き忘れました。』

~ing
注意

☆ forget のうしろに不定詞 (to ~)があるか、動名詞 (~ing)があるかによって意味が異なるので注意！

forget to ~ 『～するのを忘れる』(例文①) / forget ~ing 『～したことを忘れる』(例文②)

※ remember【単語帳 No. 664】や try【単語帳 No. 424】などにも同じような用法がある。

☆ remember のうしろに不定詞 (to ~)があるか、動名詞 (~ing)があるかによって意味が異なるので注意！

remember to ~『忘れずに～する』(例文①) / remember ~ing『～したことを覚えている』(例文②)

※ forget【単語帳 No. 663】や try【単語帳 No. 424】などにも同じような用法がある。

I can’t remember his name. 『私は彼の名前が思い出せません。』

Do you remember me ? 『あなたは私のことを覚えていますか？』

Remember to call me. 『忘れずに私に電話して。』… ①

I remember seeing you before.
『私は以前あなたに会ったことを覚えています。』… ②

※ forget と remember は反意語なので、否定語(not, never など)を使って、ほぼ同意の文を作れることが多い。

Don’t forget me.『私のことを決して忘れないで。』= Remember me.『私のことを覚えていて。』

アクセント注意

アクセント注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  gray [グれイ]

形 灰色の、ネズミ色の

白髪混じりの

名 灰色、ネズミ色

☒  silver [スィルヴァ]

形 銀の、銀色の

名 銀、銀色、銀貨

☒  gold [ゴウルド]

形 金の、金色の

名 金、金色、金貨

☒  spend [スペンド]

動 (時間)を過ごす

(お金)を使う、費やす

活用 ： spent [スペント]

– spent – spending

３単現形：spends [スペンヅ]

☒  tooth [トゥーす]

名 (１本の) 歯 【複数形は teeth [ティーす]】

☒  heart [ハート]

名 心臓、心

(トランプの)ハート札

中心、真ん中
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I don’t like gray. 『私は灰色が好きではありません。』

Emi bought a gray coat.

『エミは灰色のコートを買いました。』

His hair turned gray. 『彼の髪は白髪になりました。』

I found a gold coin last week. 『私は先週 金貨を見つけました。』

※ coin [コイン] ｢硬貨、コイン｣

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

a gold medal [メドゥル]『金メダル』/ a gold coin 『金貨』/ a gold ring 『金の指輪』

※ ｢金髪｣は golden [ゴウルドゥン] hair … golden も｢金色の｣の意味を持つ 形容詞 。(gold hair とは言わない！)

Her car is silver. 『彼女の車は銀色です。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

a silver medal [メドゥル]『銀メダル』 / a silver coin 『銀貨』 ※ coin [コイン] ｢硬貨、コイン｣

My tooth came out. 『私は歯が(１本)抜けました。』

※ come out は ｢出てくる、現れる｣ の意味。

Brush [ブらシュ] your teeth before you go to bed.

『(あなたは)寝る前に歯を磨きなさい。』
a baby tooth 『乳歯』

brush one ’s teeth 『歯を磨く』

☆ tooth の複数形は特別な形になる。(同じようなものに、foot (足) → feet がある。【単語帳 No. 682】参照)

※ ｢歯ブラシ｣は toothbrush [トゥーすブらシュ]、｢ねり歯みがき｣は toothpaste [トゥーすペイスト] という。

learn ~ by heart 『～を暗記する』 / at heart 『心の底では』

the queen of hearts 『(トランプの) ハートのクイーン』 / the heart of our city 『私たちの市の中心』

Meg has a warm [kind] heart. 『メグは温かい[やさしい]心の持ち主です。』

→【単語帳 No. 509…warm】【No. 411…kind】

We learned the English song by heart.
『私たちはその英語の歌を暗記しました。』

Ben spent two days in Japan. 『ベンは日本で２日過ごしました。』

How did you spend your summer vacation ?

『あなたは(あなたの)夏休みをどのように過ごしましたか？』

Meg spends a lot of money on books.

『メグはたくさんのお金を本に使います。』

He spent one thousand [1,000] yen on [for] a new dictionary.

『彼は新しい辞書に 1,000 円使いました。』spend ~ on …『～を…に使う』
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※ イギリスでは

grey と書く。

発音注意

発音注意

発音注意

発音注意
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