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☒  boy [ボイ] (⇔ girl)

名 少年、男の子【２０歳ぐらいまで指すこともある】

間 おや、まあ【驚きや喜びをあらわすとき】

☒  girl [ガ～ル] (⇔ boy)

名 少女、女の子【２０歳ぐらいまで指すこともある】

※ girl には『娘』の意味もある。

☒  four [ふォー]

名 ４

形 ４の

同音語：for (～のために)

☒ piano [ピあノウ]

名 ピアノ

※ piano の複数形は例外的に pianos
… ふつう o で終わる語は es をつけるが、

本来の語が pianoforte であるため。

☒ its [イッツ]

代 それの ※ it の所有格
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a grand piano 『グランドピアノ』

a little girl 『小さな女の子』

a girl with long hair 『髪の長い女の子』

→【単語帳 No. 356…hair】

a girls’ school 『女子校』

a baby girl 『女の赤ちゃん』

boys and girls 『少年少女』

Oh, boy ! 『おや。/ まあ。/ うわぁ。』

Ken is a good boy. 『ケンはよい少年です。』

That boy has a nice bike.

『あの少年はすてきな自転車を持っています。』

Do you know these boys ?

『あなたはこの[これらの]少年たちを知っていますか？』

※ この文の these は｢この｣と訳すほうが自然。→【No. 158】

How many boys are there in your class ?

『あなたのクラスには男子が何人いますか？』

Meg is an American girl .

『メグはアメリカ人の女の子です。』

Which (girl) is your sister ?

『どちら(の女の子)があなたの妹ですか？』

Who is that girl with long hair ?

『あの髪の長い女の子はだれですか？』

Do you know those girls ?

『あなたはあの[あれらの]女の子たちを知っていますか？』

※ この文の those は｢あの｣と訳すほうが自然。→【No. 160】

Meg can play the piano well. ※ 楽器名の前には the をつける。

『メグは上手にピアノを弾くことができます。』

My sister is playing the piano now.

『私の妹は今ピアノを弾いています。』

Practice the piano every day. 『毎日ピアノを練習しなさい。』

I enjoyed playing the piano.

『私はピアノを演奏して楽しみました。』

Emi has four bags. 『エミはバッグを４つ持っています。』

My dog is four (years old). 『私の犬は４歳です。』

It’s four twelve now. 『今４時１２分です。』

Come to my house at four (o’clock). 『４時に私の家に来て。』

an American boy 『アメリカ人の少年』

a boy student = a school boy 『男子学生』

a boys’ school 『男子校』

a baby boy 『男の赤ちゃん』

They have a dog. Its name is John.

『彼らは犬を１匹飼っています。それの名前はジョンです。』

I bought a toy but its box was broken. ※ toy [トイ] ｢おもちゃ｣

『私はおもちゃを１つ買ったが、それの箱は壊れていました。』

I want this bird because its eyes are blue.

『私はこの鳥がほしい。なぜなら青い目をしているからです。』

The cat lost its way. 『そのネコは道に迷いました。』

※ lose one ’s way ｢道に迷う｣ →【単語帳 No. 613】【単語帳 No. 441】
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アクセント注意

※ it’s は it is の短縮形で、

｢それは～です｣の意味。

☆ it の複数形ではない！

it の複数形は they

→【単語帳 No. 60 … they】

※ fourth [ふォーす] ｢４番目(の)、第４日｣

※ boy には『息子』の意味もある。

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]

発音注意

発音注意



〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  five [ふァイヴ]

名 ５

形 ５の

☒  brother [ブらざァ]

名 兄、弟 (⇔ sister)

☒  sister [スィスタァ]

名 姉、妹 (⇔ brother)

☒ now [ナウ]

副 今、現在は、

【文頭に使って】さて、さあ

名 今、現在

☒  milk [ミルク]

名 牛乳、ミルク

【a をつけず、複数形にもしない】
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some milk 『いくらかの(量の)牛乳』

→【単語帳 No. 108… some】

a glass of milk

『コップ[グラス]１杯の牛乳』

→【単語帳 No. 493…glass】
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sister という語には、｢姉｣･｢妹｣ の

区別がない。特に区別するときには

以下のように表現する。

a big [an older] sister『姉』

a little [a younger] sister『妹』

brother という語には、｢兄｣･｢弟｣の

区別がない。特に区別するときには、

以下のように表現する。

a big [an older] brother『兄』

a little [a younger] brother『弟』

just now 『たった今』→【No. 349】

right now 『今すぐに』→【No. 191】

from now on 『これからは』

It’s five fifty now. 『今５時５０分です。』

I came home at five in the evening.

『私は夕方の５時に帰宅しました。』

Meg is my sister. 『メグは私の姉[妹]です。』

Emi and I are sisters. 『エミと私は姉妹です。』

I have no sister(s) . 『私には姉妹が１人もいません。』

※ no の後ろに可算名詞を使うときは単数形でも複数形でもよい。

= I don’t have any sisters. ※ not ~ any … = no …

Do you have any sisters ? 『あなたには姉妹がいますか？』

※ any の後ろの加算名詞には複数形の s をつける。

くわしくは【単語帳 No. 109 … any】を参照。

It’s eight (o’clock) now. 『今８時です。』

Are you busy now ? 『あなたは今忙しいですか？』

What are you doing now ? 『あなたは今何をしていますか？』

Now, I have a question. 『さて、質問があります。』

I want to buy five notebooks. 『私はノートを５冊買いたい。』

My brother is five (years old). 『私の弟は５歳です。』

Tom is my brother. 『トムは私の兄[弟]です。』

Ken and I are brothers. 『ケンと私は兄弟です。』

Emi has two brothers. 『エミには兄弟が２人います。』

I have no brother(s) . 『私には兄弟が１人もいません。』

※ no の後ろに可算名詞を使うときは単数形でも複数形でもよい。

= I don’t have any brothers. ※ not ~ any … = no …

※ any の後ろの加算名詞には複数形の s をつける。

くわしくは【単語帳 No. 109 … any】を参照。

Ken doesn’t like milk. 『ケンは牛乳が好きではありません。』

I want some milk in my coffee.

『私はコーヒーに (いくらかの)ミルクがほしい。』

There is little milk in the glass.

『そのコップにはほとんど牛乳がありません。』

※ a がつかない little は ｢ほとんどない｣ の意味。→【単語帳 No. 184】

Ken drinks a glass of milk every morning.

『ケンは毎朝コップ[グラス]１杯の牛乳を飲みます。』
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Go (back) home right now. 『今すぐ家に帰りなさい。』

※ この right は ｢まさに｣ の意味。→【単語帳 No. 191… right】

※ fifth [ふィふす] ｢５番目(の)、第５日｣

☆ cow ｢乳牛、雌牛(めうし)｣【単語帳 No. 972】も参照のこと。
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