
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  hand [ハぁンド]

名 手【手首から指先までを指す】

☒  food [ふード]

名 食物、食料【ふつう a をつけず、複数形にもしない】

食べ物、食品【a をつけたり、複数形にしたりする】

☒  weather [ウェざァ]

名 天気、天候

☒  number [ナンバァ] ※ 略語は No. (…略語はピリオドが必要になる) →【単語帳 No. 27…No.】

名 数、数字

…番地
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the right [left] hand 『右手[左手]』

Raise your hand. 『手を挙げなさい。』

→【No. 737 … raise】

shake hands (with ~ )『(～と)握手する』

→【No. 1001 … shake】

On (the) one hand ~ ,
on the other hand …

『一方では～、他方では…』

→【No. 594 … other】

How is the weather ? 『天気はどうですか？』

→ It’s rainy [raining] today. 『今日は雨が降っています。』

→【単語帳 No. 373 … rainy】、【No. 235 … rain】

We had good [nice] weather yesterday .

= It was sunny [fine] yesterday. 『昨日は天気がよかった。』

→【単語帳 No. 371 … sunny】、【No. 362 … fine】

Wash your hands. 『あなたの手を洗いなさい。』

※ 複数形の s がつくと ｢両手｣ をあらわす。

Tom has a ball in his hand.

『トムは彼の(片)手にボールを１つ持っています。』

Show me your left [right] hand.

『私にあなたの左手[右手]を見せなさい。』

Where can I wash my hands ?

『私はどこで手を洗うことができますか？』

『お手洗いはどこですか？』の意味にもなる。

→ bathroom【単語帳 No. 762】も参照のこと。

a weather map 『天気図』

weather forecast [ふォーキぁスト]

『天気予報』

Tom likes Japanese food. 『トムは日本食が好きです。』

They didn’t have enough food then.
『彼らはそのとき十分な食料を持っていませんでした。』

We can’t live without food. →【No. 633 … without】

『私たちは食物なしでは生きられません。』

Curry [カ～り] and rice is one of my favorite foods.
『カレーライスは私の大好きな料理の１つです。』

food … 食べ物一般を指す。

dish … 調理された食べ物を指す。→【No. 639】

Japanese food 『日本食、日本料理』

food and drink 『飲食物』

one of my favorite foods

『私の大好きな食べ物の１つ』

※ 食べ物の ≪種類≫ を表すときは a を

つけたり、複数形にしたりする。

natural foods 『自然食品』

→【単語帳 No. 994 … natural】

What is your phone number ?
『あなたの電話番号は何番ですか？』

→ My phone number is 0248-22-3715.

『私の電話番号は 0248-22-3715 です。』

※ 電話番号の数字は、o [オウ] two four eight, two two,

three seven one five のように１字ずつ読む。

※ 0 は本来 [ズィーろウ] と読むが、アルファベッドの o に

見た目が似ていることから、[オウ] と読むことが多い。

→【単語帳 No. 474 … zero】

The number of boys in this class is eighteen.

『このクラスの男子数は１８人です。』

an odd [アッド] number 『奇数』

an even [イーヴン] number 『偶数』

→【単語帳 No. 745 … even】

a ( large [great] ) number of ~
『たくさんの～』

phone number 『電話番号』

You have the wrong number.

『間違い電話です。』

→【単語帳 No. 711 … wrong】

発音注意
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