
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  road [ろウド]

名 道路、道、街道

☒  story [ストーりィ]

名 話、物語、(短編の)小説

(建物の)階

☒ language [ラぁングウィヂ]

名 言語、言葉

☒  finger [ふィンガァ]

名 (手の)指
【ふつう親指以外の４指を指す】

☒  stomach [スタマック]

名 胃、腹、腹部
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Does this road go [lead] to Nara ? 『この道は奈良に行きますか？』

All roads lead to Rome [ろウム] . 『すべての道はローマに通ず。』

※ lead [リード] ｢導く、道が通じる｣ →【単語帳 No. 961】

Don’t cross the road [street] here. 『ここで道を横断するな。』

There is no royal road to learning. 『学問に王道なし。』

※ to learning の to は 前置詞 。

不定詞を作る to ではないので注意。

learning [ラ～ニング] ｢学問、学識｣

royal [ろイ(ア)ル] ｢王の、王室の｣

road … はなれた場所どうしをつなぐ道、街道。

way … ある場所までの道順や通路。→【単語帳 No. 441】

street … 人家や建物、商店などが並ぶ市内の通り。→【No. 752】

a road map
『(自動車用の) 道路地図』

a road sign 『道路標識』

She has a weak stomach. 『彼女は胃が弱い。』

※ weak ｢弱い｣ →【単語帳 No. 740】

I have a pain in my stomach. 『私はおなかが痛い。』

= I have a stomachache.
※ pain ｢痛み｣ →【単語帳 No. 768】

a love story 『恋愛小説、ラブストーリー』

a short story 『短編小説』

※『長編小説』は a novel [ノヴェル]

a two-story house 『２階建ての家』

a foreign language 『外国語』

a common language 『共通語』

body language

『ボディーランゲージ、身振り言葉』

Emi told me an interesting story.

= Emi told an interesting story to me.

『エミは私におもしろい話をしてくれました。』

※ 上の文は第４文型、下の文は第３文型の文。

I can’t believe his story.
『私は彼の話が信じられません。』

→【単語帳 No. 708 … believe】

Tom speaks three languages.

『トムは３か国語を話します。』

English is a common language in the world.

『英語は世界の共通語です。』

What language is spoken in your country ?

『あなたの国では何語が話されていますか？』

He cut his finger with this knife. 『彼はこのナイフで指を切った。』

※ ３単現の s がないので、この cut は過去形。

Emi is counting on her fingers. →【単語帳 No. 867 … count】

『エミは(彼女の)指で[指を使って]数えています。』

人差し指 … first finger または index finger ※ index [インデックス] ｢索引、指標｣

中指 … second finger または middle finger ※ middle [ミドゥル] ｢中間の｣ →【単語帳 No. 992】

薬指 … third finger または ring finger ※ ring [りング] ｢指輪｣ →【単語帳 No. 765】

小指 … fourth finger または little finger
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アクセント注意

発音注意

※ 複数形は stories [ストーりズ]

アクセント注意

※ stomachache [スタマックエイク]「腹痛、胃痛」

→【単語帳 No. 916】

☆ ｢親指｣は thumb [さム] という。

発音注意

発音注意
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