
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  eye [アイ]

名 目、目つき、視覚

同音語： I (私は、私が)

→【単語帳 No. 1】

☒  face [ふェイス]

名 顔、顔つき、表面、おもて

☒ swimmer [スウィマァ]

名 泳ぐ人、泳者

関連語：swim (泳ぐ) →【単語帳 No. 111】

☒  writer [らイタァ]

名 作家、著者、記者、書く人

関連語：write (書く) →【単語帳 No. 374】

☒  lesson [レスン]

名 (教科書の)課、レッスン

授業 (= class)、練習、けいこ

教訓、いましめ

☒  American [アメりカン]

名 アメリカ人【複数形は Americans】

形 アメリカの、アメリカ人の

関連語：America →【単語帳 No. 37】
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an angry face 『怒った顔つき』

the face of the moon 『月の表面』

face to face

『面と向かって、向かい合って』

Close [Open] your eyes. 『(あなたの)目を閉じなさい[開けなさい]。』

Meg has blue [dark] eyes. 『メグは青い[黒い]目をしている。』

※ 目や髪の色の｢黒い｣は black ではなく、ふつう dark を使う。

※ a black eye は｢目のまわりの黒いあざ｣の意味になる。

→【単語帳 No. 117 … black】、【No. 449 … dark】

He is a famous writer. 『彼は有名な作家です。』

→【単語帳 No. 446 … famous】

Aki wants to be a writer in the future.
『アキは将来作家になりたがっています。』

※ future ｢将来、未来｣ →【単語帳 No. 616】

Wash your face. 『(あなたの)顔を洗いなさい。』

Emi has a pretty face. 『エミはかわいらしい顔をしている。』

※ face は≪頭部の前面≫を、head は≪首から上全体≫を指す。

☆ face には｢～に面している、向いている｣の意味の 動詞 もある。

My house faces south. 『私の家は南向きです。』

→【単語帳 No. 484 … south [サウす]】

I want an American car. 『私はアメリカ製の車がほしい。』

= I want a car made in America. 【過去分詞の形容詞用法】

= I want a car which [that] is made in America.
【関係代名詞(主格)】

the Americans 『アメリカ人(全体)』

Japanese-American

『日系アメリカ人』※ 単語１語

Meg is an American. 『メグはアメリカ人です。』

= Meg is American. 【← 下の表現のほうがふつう】

※ 上の American は 名詞 、下の American は 形容詞

a fast swimmer 『泳ぎの速い人』

a good swimmer 『泳ぎのうまい人』

Tom is a fast swimmer. 『トムは泳ぐのが速い。』

= Tom swims fast. ※ 上下とも同じように訳すことが多い。

☆ 上の文の fast は形容詞、下の文の fast は副詞。→【単語帳 No. 198】

Emi is a very good swimmer. 『エミはとても上手に泳ぎます。』

= Emi swims very well. ※ 上下とも同じように訳すことが多い。

→【単語帳 No. 137 … good】、【No. 177 … well】

Let’s study Lesson 5. 『第５課[レッスン５]を勉強しましょう。』

→【単語帳 No. 101 … study】

I have [take] a dance lesson today.

『私は今日ダンスのレッスン[練習 /けいこ]があります。』

Meg learned a good lesson from the book.

『メグはその本からよい教訓を学びました。』

→【単語帳 No. 584 … learn】

Lesson 5 『第５課、レッスン５』

a dance lesson

『ダンスのレッスン[練習 / けいこ]』
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