
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  city [スィティ] ※ 複数形は cities (… y を i にかえて es をつける。country, lady なども同様)

名 市、都市

☒  tomorrow [トゥモろウ]

名 あした、あす

【a をつけず、複数形にもしない】

副 あした(は)、あす(は)

☒  dinner [ディナァ]

名 夕食、ディナー、(１日の主な)食事

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  feel [ふィール]

動 (～を)感じる

～をさわる (= touch【No. 887】)

活用 ： felt [ふェルト]

– felt – feeling

３単現形：feels [ふィールズ]

派生語：feeling (感情、感じ、感触)

→【単語帳 No. 1049】
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New York city
(= the city of New York )

『ニューヨーク市』

sister cities 『姉妹都市』

city hall 『市役所、市庁舎』

(= City Hall とも書く)

tomorrow morning 『あしたの朝(に)』

tomorrow afternoon 『あしたの午後(に)』

tomorrow evening 『あしたの夕方[晩](に)』

tomorrow night 『あしたの夜(に)』

the day after tomorrow 『あさって』

※ 以上はすべて in, on などの前置詞が必要ない。

See you tomorrow. 『(また)明日会いましょう。』

It may rain tomorrow.
『明日は雨が降るかもしれません。』

I live in Chiba city. 『私は千葉市に住んでいます。』

Osaka is a big city. 『大阪は大都市です。』

I want to live in a city. 『私は都会に住みたい。』

※ live in a city ｢都会に住む｣ (⇔ live in the country ｢田舎に住む｣ )

Kyoto is one of the oldest cities in Japan.

『京都は日本で最も古い都市のひとつです。』

Tokyo is one of the biggest cities in the world.

『東京は世界でもっとも大きい都市のひとつです。』

→ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

Tomorrow is Saturday. 『あしたは土曜日です。』

Come and [to] see me tomorrow morning.
『明日の朝私に会いに来て。』

Please call me tomorrow night.
『明日の夜私に電話してください。』

Meg will come to Japan the day after tomorrow.
『メグはあさって日本に来るでしょう。』

We had [ate] dinner at seven.

『私たちは７時に夕食を食べました。』

Emi is cooking dinner in the kitchen now.

『エミは今台所で夕食を作っています。』

Dinner is ready. 『夕食の用意ができました。』

→【単語帳 No. 464 … ready】

Do your homework before dinner.

『夕食の前にあなたの宿題をしなさい。』

cook [make] dinner 『夕食を作る』

an early [a late] dinner 『早い[遅い]夕食』

※ 直前に形容詞がつくときには冠詞がつく。

I feel happy [good]. 『私は幸せな[良い]気分です。』

I feel sick. 『私は気分が悪いです[吐き気がします]。』

How do you feel today ? 『今日は具合はどうですか？』

I feel (much) better today. 『今日は (ずっと)気分が良いです。』

※ better は good の比較級形 →【単語帳 No. 488 … better】

※ much は比較級を強める語。very は比較級の前には使えない。

→【単語帳 No. 39 … much】、【No. 38 … very】

I felt a pain in my leg. 『私は(私の)脚に痛みを感じました。』

※ town より人口や規模などが

大きい都市に使う。→【No. 369】

アクセント注意

※ dinner は１日のうちの中心となる食事を指す。

早い時間に dinner を食べた場合は、その後の

食事を supper [サパァ] ｢夕食｣と言う。→【No. 1034】
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