
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  seat [スィート]

名 座席、席、座るところ

動 席に着かせる

活用 ： seated [スィーティド]

– seated – seating

３単現形：seats [スィーツ]

☒  foot [ふット] 【複数形は feet [ふィート] 】

名 (１本の) 足【足首から下[先]の部分を指す】 (⇔ hand)

ふもと

フィート【長さの単位、１フィートは約 30.48cm】

☒  cry [クらイ]

動 泣く、(～と)叫ぶ

(= shout【No. 750】)

名 叫び声、泣き声

活用 ： cried [クらイド]

– cried – crying

３単現形：cries [クらイズ]

☒  repeat [りピート]

動 ～を繰り返す、繰り返して言う

活用 ： repeated [りピーティド]

– repeated – repeating

３単現形：repeats [りピーツ]
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Have [Take] a seat, please. 『どうぞお座りください。』

Go back to your seat. 『あなたの席に戻りなさい。』

Tom gave his seat to the old man.

『トムはその老人に彼の席をゆずりました。』

Please be seated. 『どうぞお座りください。』

※ Please sit down. よりも ていねいな表現。

※ ｢座る｣の意味になる表現

→ sit down, have [take] a seat, be seated

…【単語帳 No. 153 … sit】も参照のこと。

have [take] a seat 『座る』

a front [back] seat 『前部[後部]座席』

a window seat 『窓側の席』

be seated 『座る』

on foot 『歩いて、徒歩で』

※ ｢～へ歩いていく｣は walk to ~ を使うのがふつう。

at the foot of the hill 『その丘のふもとに』

☆ foot の複数形は、s をつけずに、特別な形になる。

似たものに、tooth (歯) → teeth がある。…【No. 669】

What size is your foot ?
『あなたの足のサイズはいくつですか？』

※ size [サイズ] ｢サイズ、寸法、大きさ、規模｣

Tom goes to school on foot.

= Tom walks to school. ※ 下のほうがふつう。

『トムは歩いて学校へ行きます。』

Look at the foot of that mountain.
『あの山のふもとを見て。』

Meg is about five feet tall.
『メグ(の身長)は約５フィートです。』

a girl’s cry 『少女の叫び声』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

Don’t cry. 『泣かないで。』

“Look !” cried the boy. 『｢見て！｣とその少年は叫びました。』

※ 主語と動詞に倒置がおこっている。

cry for ~ 『～を泣いて求める、～を大声で求める』

The baby is crying for milk.
『その赤ん坊はミルクを泣いて欲しがっています。』

cry out 『大声を出す』

Tom cried out when he saw his old friend.
『トムは彼の旧友を見たとき大声を出しました。』

Repeat after me. 『私のあとに繰り返して言いなさい。』

→【単語帳 No. 47…after】

Don’t repeat the same mistake.
『同じ間違いを繰り返すな。』

→【単語帳 No. 713 … same】【No. 704 … mistake】

History repeats itself. 『歴史は繰り返す。』【ことわざ】

→【単語帳 No. 785 … itself】

アクセント注意

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 〕

☒  pink [ピンク]

名 ピンク(色)、桃色

形 ピンク色の、桃色の

☒  brown [ブらウン]

名 茶色、褐色(かっしょく)

形 茶色の、褐色(かっしょく)の

☒  hold [ホウルド]

動 ～を手に持つ、つかむ、抱く

(会･パーティーなど)を開く

活用 ： held [ヘルド]

– held – holding

３単現形：holds [ホウルヅ]

☒  absent [あブスント]

形 休んで、欠席して (⇔ present)

☒  clever [クレヴァ]

形 頭の良い、利口な (⇔ stupid …下記参照)

器用な、じょうずな

[比較変化] clever - cleverer - cleverest

☒  polite [ポライト]

形 丁寧(ていねい)な、礼儀正しい

(⇔ rude [るード] ｢失礼な、無作法な｣)
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※ Brown はアメリカやイギリスで

多い姓(名字)の１つである。

My favorite color is pink. 『私の大好きな色はピンク色です。』

Meg’s bag is pink. 『メグのバッグはピンク色です。』

☆ ｢流行性結膜炎、はやり目｣のことを pinkeye (単語１語) という。

I like dark brown. 『私はこげ茶色が好きです。』

※ dark brown ｢こげ茶色｣、light brown ｢うす茶色｣

→【単語帳 No. 449 … dark】、【No. 463 … light】

Tom has brown eyes. 『トムは茶色の目をしています。』

→【単語帳 No. 385 … eye】

Hold the pen in your hand. 『そのペンを手に持ちなさい。』

She is holding her baby in her arms. ※ arms ｢両腕｣

『彼女は(両)腕に彼女の赤ちゃんを抱いています。』

Tom held Meg’s hand. 『トムはメグの手を握りました。』

Hold on, please. 『(電話をきらずにそのまま)お待ちください。』

(⇔ hang up ｢電話をきる｣ →【No. 969 … hang】)

The concert will be held this Sunday.
『そのコンサートは今度の日曜日に開かれます。』

※ ≪be 動詞 + 過去分詞≫なので、受け身(受動態)の文。

hold on 『電話をきらないで待つ』

hold a meeting [party/concert]

『会合[パーティ/コンサート]を開く』

Meg was absent from school today.

『メグは今日学校を休みました。』

be absent from ~ 『～を欠席している』 (⇔ be present at ~ ｢～に出席している｣ →【No. 754…present】)
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Ken is a clever boy . 『ケンは頭の良い少年です。』

Who is the cleverest ? 『だれがいちばん利口ですか？』

clever…頭の働き、手先、体などが器用。

bright…子供の物覚えが良く、頭が良い。→【No. 1008】

※ clever と bright はほぼ同意で使われる。

wise…理解力･良識･判断力を持っている。→【No. 1009】

Be polite to others. 『他人に礼儀正しくしなさい。』

= Don’t be rude to others. 『他人に失礼をするな。』

→【単語帳 No. 594 … other】

※ ｢頭がよい｣の意味では、よく smart [スマート] が

使われる。英単語の smart に｢やせている｣の意味

はなく、その意味では slim [スリム] を使う。

発音注意

アクセント注意

☆ clever の反意語 stupid [ステューピッド] ｢ばかな、おろかな｣の同意語に、silly [スィリィ] ｢おろかな、ばかげた｣、

foolish [ふーリッシュ] ｢ばかな、おろかな｣などがある。 ※ April fool →【No. 382 … April】も参照のこと。

発音注意

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 〕

☒  build [ビルド]

動 ～を建てる

活用 ： built [ビルト]

– built – building

３単現形：builds [ビルヅ]

☒  decide [ディサイド]

動 (～を)決める、決心する

活用 ： decided [ディサイディド]

– decided – deciding

３単現形：decides [ディサイヅ]

関連語：decision [ディスィジョン] ｢決心、決定｣ →【No. 1119】

☒  mind [マインド]

名 精神、心 (⇔ body)

考え、記憶

動 ～を気にする

活用 ： minded [マインディド]

– minded – minding

３単現形：minds [マインヅ]

☒  while [(ホ)ワイル]

接 ～する間に、～なのに一方では

名 (しばらくの)間、(少しの)時間

☒  though [ぞウ]

(= although) [オールぞウ]

接 ～だけれども
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for a while 『しばらくの間』

after a while 『しばらくして』

While I was in Canada, I saw my old friend.
『私はカナダにいる間に、私の旧友に会いました。』

= During my stay in Canada, I saw my old friend.
※ 前置詞 during の後ろには名詞か動名詞を使う。→【No. 214】

Some people love dogs, while others hate them.

『犬を愛する人もいれば、一方きらう人もいる。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

Though [Although] it was cold, we went fishing.

= We went fishing though [although] it was cold.

『寒かったけれども、私たちは釣りに行きました。』

Though (he is) poor, he has a lot of friends.

『彼は貧しいけれども、たくさんの友達がいます。』

※ 前後の文の主語が同じときは、though の文節中の

≪主語 ＋ be 動詞≫を省略することができる。
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We’ll build a house next year. 『私たちは来年家を建てる予定です。』

They built a bridge across [over] the river.
『彼らはその川に橋をかけました。』

※ build は建物･橋･船･巣などを作るときに使う。

比較的小さい物 (例. 犬小屋など)を作るときには make を使う。

→【単語帳 No. 172…make】

make up one ’s mind 『決心する』

= decide →【単語帳 No. 692】

Mind your own business.

『余計なお世話です。口を出すな。』

I can’t decide. 『私には決められません。』

Decide what to do next. 『次に何をするか決めなさい。』

decide to ~ 『～しようと決心する』 ※ 動名詞(~ing)は不可。

He decided to be [become] a doctor.

『彼は医者になることを決めました。』

※ ダントツ英文法【不定詞①…名詞用法】

Ken changed his mind. 『ケンは(彼の)考えを変えました。』

I made up my mind to go there. 『私はそこへ行くことを決心した。』

Never mind. 『気にするな。』

※ 日本語では｢ドンマイ｣というが、英語では Don’t ではないことに注意！

Do [Would] you mind my smoking [if I smoke] ?

(→『あなたは私がタバコを吸うのをいやがりますか？』)

→『タバコを吸ってもいいですか？』と訳す。

※ mind の意味は｢～を気にする｣なので、『吸ってもいいです。』と

肯定の返答をするときには、No, I don’t. / No, not at all . /
Of course not. など、否定の意味を持つ表現を使う。

※ Would you ~ ? は Do you ~ ? よりも ていねいな表現になる。

発音注意

アクセント注意

※ although は though よりも硬い表現。

even though ~ = even if ~

『たとえ～だとしても』→【No. 745… even】

発音注意

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 〕

☒  such [サッチ]

形 そのような、そんな、そんなに

☒  die [ダイ]

動 死ぬ、(植物が)枯れる (⇔ live)

活用 ： died [ダイド]

– died – dying [ダイイング]

３単現形：dies [ダイズ]

関連語：dead (死んでいる)、death (死)

→【単語帳 No. 456…dead】

☒  kill [キル]

動 ～を殺す、(植物)を枯らす

(時間)をつぶす

活用 ： killed [キルド]

– killed – killing

３単現形：kills [キルズ]

☒  matter [マぁタァ]

名 困ったこと、事がら、問題

動 重要である、問題となる

活用 ： mattered [マぁタァド]

– mattered – mattering

３単現形：matters [マぁタァズ]

☒  pardon [パードゥン]

名 許すこと、許し

動 (人･罪･過ちなど)を許す
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such a thing / such things
『そのようなこと』

such a kind woman
『とても親切な女性』

such ~ as …『…のような～』

such a tall man as Ken
『ケンのように背が高い男性』

such ~ that … 『とても～なので…』

Don’t ask such a question. 『そのような質問をするな。』

I have never seen such a beautiful flower.

『私はそのように美しい花を見たことがありません。』

Emi is such a kind girl that everyone likes her.

『エミはとても親切な女の子なので、みんなが彼女を好きです。』

比較 so ~ that … ｢とても～なので…｣の ~ の部分には形容詞を使う。

→【単語帳 No. 9… that】

such as ~ 『(例えば)～のような』

He likes sports, such as soccer and tennis.

『彼は、例えばサッカーやテニスのようなスポーツが好きです。』

She died ten years ago.
『彼女は１０年前に亡くなりました。』

The dog is dying. 『その犬は死にかかっています。』

My aunt died of cancer [キぁンサァ] .
『私のおばはガンで亡くなりました。』

die (of) … 病気･飢餓(きが)･老衰などで死ぬ。

be killed … 事故･災害･戦争などで殺される(死ぬ)。

We should not kill animals. 『私たちは動物を殺すべきではない。』

He was killed in a traffic accident [the war].

『彼は交通事故[その戦争]で亡くなりました。』

kill oneself 『自殺する』/ kill time 『時間をつぶす』

~ing
注意

What’s the matter (with you) ? 『どうしたの？』

= What’s wrong (with you) ?

※ 相手の具合や体調などを心配するときに使われる。→【No. 51…what】

It doesn’t matter to me. 『それは私には問題ではありません。』

= It is no matter to me. = It matters nothing to me.

as a matter of fact 『実は、実を言うと』→【単語帳 No. 1045… fact】

I beg your pardon ? 『もう一度言ってください。』

※ Pardon ? よりもていねいな表現。どちらの表現も文末を上げ調子で読む。

※ I beg your pardon. … 肯定文の形で、文末を下げ調子で読んだ場合は、

『ごめんなさい。失礼しました。』の意味になる。

Pardon me ? 『もう一度言ってください。』

… 文末を上げ調子で読む。(= I beg your pardon ?)

※ Pardon me. (肯定文)は『ごめんなさい。失礼しました。』の意味になる。
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Pardon ?

『もう一度言ってください。/

なんとおっしゃいましたか？』

発音注意
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