
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  coffee [コ(ー)ふィ]

名 コーヒー

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  dictionary [ディクショナりィ]

名 辞書、辞典

☒  blackboard [ブラぁックボード]

名 黒板【board だけでも ｢黒板｣ の意味がある】

☒  member [メンバァ]

名 一員、メンバー、会員

☒  group [グるープ]

名 集団、群れ、団体、グループ

☒  club [クラブ]

名 クラブ、部、サークル
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Look at the blackboard. 『黒板を見なさい。』

Please clean the blackboard.

『黒板をきれいにしてください。』

Ken is a member of the baseball club.
『ケンはその野球チームの一員です。』

Our team has 20 members.

= There are 20 members in our team.
『私たちのチームには２０人のメンバーがいます。』

a member of ~ 『～の一員』

A group of boys is [are] playing soccer.
『男の子たちの集団がサッカーをしています。』

※ 全体を１つのまとまりとして見るとき → 単数扱い

集団の１人１人に焦点を置くとき → 複数扱い

I am a member of a volunteer group.
『私は (１つの) ボランティアグループの一員です。』

a group of boys 『男の子たちの集団』

a volunteer group 『ボランティアグループ』

→【単語帳 No. 1093 … volunteer】

Meg is in the tennis club. 『メグはテニス部に入っています。』

= Meg is on the tennis team. 『メグはテニスチームに入っています。』

※ club のときには in を、team のときには on を使う。

I’m in the English club. 『私は英語部に入っています。』

= I belong to the English club. ※ belong to ~ ｢～に所属している｣

→【単語帳 No. 656 … belong】

the English club

『英語部』
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I want a cup of coffee. 『私は(１杯の)コーヒーが欲しい。』

How about [Would you like] some coffee ?

『(いくらかの)コーヒーをいかがですか？』

※ 相手に肯定の返事を期待するときには、疑問文でも some を使う。

… 疑問文では本来、some ではなく any を使う。→【No. 109】

Emi likes coffee better than tea.

『エミは紅茶よりコーヒーが好きです。』

Would you like [How about] another cup of coffee ?

『コーヒーをもう１杯いかがですか？』

※ ｢おかわり｣は another cup of ~ ｢もう１つ[１杯]の～｣を使う。

→【単語帳 No. 631 … another】

an English-Japanese dictionary 『英和辞典』

a walking dictionary 『生き字引、物知りの人』

look up a word in a dictionary 『辞書で単語を調べる』

※ look up ~ は｢(辞書などで)～を調べる｣の意味。

a cup of coffee 『カップ１杯のコーヒー』

two cups of coffee
『カップ２杯のコーヒー』

※ レストランなどで注文をするときには

A coffee [Two coffees] , please. の

ような例外的表現をすることもある。

ice(d) coffee 『アイスコーヒー』

Emi bought two dictionaries.

『エミは辞書を２冊買いました。』

May I use your dictionary ?

『あなたの辞書を使ってもいいですか？』

※ その場で使うときには use、借りて(どこか

よそへ持っていって)使うときは borrow。

→【No. 394 … use】【No. 647 … borrow】

… board ｢板、黒板、委員会、乗り込む｣
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