
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  family [ふぁミリ]

名 家族、一家、世帯

☒  make [メイク]

動 ① (～を)作る

② [人･もの] を～ (の状態)にする

活用 ： made [メイド]

– made – making

３単現形：makes [メイクス]

☒  Japan [ヂぁパぁン]

名 日本【略語は JPN】

派生語：Japanese (日本語、日本人)

→【単語帳 No. 133】

☒  lunch [ランチ]

名 昼食【a をつけず、複数形にもしない】

※ 直前に形容詞がつくときには

形容詞の前に冠詞がつく。
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☆ 家族全体を１つのまとまりと

して見るときには単数扱いに、

家族の１人１人に焦点を置く

ときには複数扱いになる。

make a mistake
= make mistakes 『間違える』

make friends (with ~ )

『～と友達になる、親しくなる』

make up one’s mind『決心する』

How is [are] your family ? 『ご家族はお元気ですか？』

※ アメリカでは family を単数扱いとすることが多い。

There are five (people) in my family. 『うちは５人家族です。』

Emi lives in Kyoto with her family.
『エミは家族といっしょに京都に住んでいます。』

His family is large. 『彼の家族は大家族です。』

Say hello to your family. 『あなたの家族によろしく。』

※ say hello to ~ ｢～によろしくと言う｣ →【No. 22 … hello】

I am from Japan. = I come from Japan. 『私は日本出身です。』

We will go to Japan next year.
『私たちは来年日本へ行くつもりです。』

Tom left Japan yesterday. 『トムは昨日日本を出発しました。』

Japan is an island country. 『日本は島国です。』

① Let’s make a desk. 『机を作りましょう。』

Who made this chair ? → My brother did.
『だれがこのいすを作りましたか？』『私の兄です。』

Two and three make(s) five. 『２たす３は５。』(２＋３＝５)

Emi made me a dress. = Emi made a dress for me.

『エミは私にドレスを作ってくれました。』

※ くわしくは【単語帳 No. 45 … to、No. 46 … for】を参照のこと。

This car is made in Japan. 『この車は日本製です。』

※ ｢～製｣というときには、時制は現在形を使うのがふつう。

That desk is made of wood. ※ wood [ウッド] ｢木材、材木｣

『あの机は木製です[木でできている]。』

Wine is made from grapes. ※ grape [グれイプ] ｢ぶどう｣

『ワインはぶどうから作られます。』

②

He will make me happy. 『彼は私をうれしくさせるでしょう。』

The news made her sad. 『その知らせは彼女を悲しませた。』

※ ～の部分には名詞か代名詞の目的格、…には形容詞が入ることが多い。

発展 be made from ~

be made of ~

『～でできている、～から作られる』

※ 原材料の形が残っていないときは

from、残っているとき (例. 机が

木から作られるなど) は of を使う。

→【No. 19 … from】【No. 124… of】

He had [ate] lunch at one. 『彼は１時に昼食を食べました。』

Let’s have lunch here. 『ここで昼食を食べましょう。』

What do you want to have [eat] for lunch ?

『あなたは昼食に何を食べたいですか？』

We played soccer after lunch.
『私たちは昼食後サッカーをしました。』

after lunch 『昼食後』

school lunch 『給食』

a lunch box 『弁当箱』

※ この a は box に対する冠詞

アクセント注意

make〔人〕〔物〕= make〔物〕for〔人〕『〔人〕に〔物〕を作る』

make〔～〕〔…〕『～を… (の状態) にする』

発音注意

発音注意
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