
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  head [ヘッド]

名 頭 【首から上の頭部全体を指す】

頭脳、(組織の)長、かしら

☒  arm [アーム]

名 腕 【肩から手首までを指す】

☒ runner [らナァ]

名 走る人、ランナー、走者

関連語：run (走る) →【単語帳 No. 119】

☒ musician [ミューズィシャン]

名 音楽家、ミュージシャン

関連語：music (音楽) →【単語帳 No. 178】

☒  date [デイト]

名 日付、デート

☒  meeting [ミーティング]

名 会、会合、集会、ミーティング
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Watch your head. 『頭上に注意』【掲示】

shake one’s head

『(否定の意味で) 首を横に振る』

※ shake →【単語帳 No. 1001】

｢首を縦に振る｣は nod [ナッド]

the head of a school 『校長』

Use your head. 『あなたの頭を使いなさい[働かせなさい]。』

Ken stood on his head. 『ケンは逆立ちをしました。』

※ stand on one’s head ｢逆立ちをする｣

Tom hit me on the head. 『トムは私の頭をたたいた。』

※ ３単現の s がないので、この hit は過去形。

Don’t put your head out of the window.
『窓から顔を出すな。』

※ 日本語訳としては『顔を出すな。』になる。

英語では face ではなく、head (頭)を使うことに注意！

→【単語帳 No. 386 … face】

in one’s arm(s) 『(両)腕の中に』

under one’s arm 『わきの下に』

☆ 複数形の s がついた arms には

『武器、兵器』の意味もある。

Tom took [held] my arm. 『トムは私の腕をつかみました。』

= Tom took [held] me by the arm.

※ held は hold ｢手に取る、つかむ、抱く｣の過去形 →【No. 687 … hold】

Emi held the dog in her arms. ※ 複数形なので｢両腕｣

『エミはその犬を彼女の腕の中に抱きしめた。』

Ken has a book under his arm.
『ケンは１冊の本をわきにかかえています。』

a long-distance runner 『長距離走者』 ※ distance [ディスタンス] は｢距離、道のり｣

She is a (very) fast runner. 『彼女は走るのが(とても)速い。』

= She runs (very) fast. 『彼女は(とても)速く走ります。』

Look at that runner. 『あの走者を見て。』

My aunt is a musician. 『私のおばは音楽家です。』

I want to be [become] a musician in the future.

『私は将来音楽家になりたい。』

→【単語帳 No. 616 … future】

hold a meeting 『会合を開く』

attend a meeting 『会合に出席する』

→【単語帳 No. 1112 … attend】

I saw Meg at the meeting.

『私はその会合でメグを見ました[に会いました]。』

We will hold a meeting tomorrow.

『私たちは明日会合を開くつもりです。』

→【単語帳 No. 687 … hold】

the date of birth 『生年月日』

※ birth [バ～す] ｢誕生、出生｣

What’s the date today ? 『今日は何月何日ですか？』

= What day of the month is (it) today ?

※ of the month がない文は、内容が全く異なるので注意！

→ What day is (it) today ? 『今日は何曜日ですか？』

Tell me your date of birth. 『あなたの生年月日を私に教えて。』
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アクセント注意

発音注意

発音注意

☆ ｢頭痛｣は headache [ヘデイク] →【No. 915】

発音注意
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