
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  student [ステューデント]

名 学生、生徒 (⇔ teacher)
※ 研究者、学者の意味もある。

☒  want [ワント]

動 ～がほしい、～を欲する

活用 ： wanted [ワンティド]

– wanted – wanting

３単現形：wants [ワンツ]

 ☒ happy [ハぁピィ] (⇔ unhappy)

形 幸福な、うれしい、楽しい

≪be happy to ~ で≫ ～してうれしい

[比較変化] happy - happier - happiest

派生語：happiness [ハぁピネス] ｢幸せ｣

☒  desk [デスク]

名 机

☒  chair [チェア]

名 いす
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※ glad も｢うれしい｣だが、glad は名詞の前には使わない。

→【単語帳 No. 302 … glad】

I’m a junior high school student. 『私は(１人の)中学生です。』

They are not students. 『彼女たちは学生ではありません。』

Ken is a student of Kita Junior High School.

『ケンは北中学校の(１人の)生徒です。』

※ 校名の頭文字 (上記では K、J、H、S)はふつう大文字で書く。

There are about 200 [two hundred] students in our school.

= Our school has about 200 [two hundred] students.

『私たちの学校にはおよそ２００人の生徒がいます。』

※ Our school は３人称単数なので、現在形の文では３単現の s に注意！

I want a new pencil. 『私は (１本の)新しい鉛筆がほしい。』

She wanted some water. 『彼女は (いくらかの)水がほしかった。』

I want to be [become] a teacher. 『私は先生になりたい。』

He didn’t want to eat anything. 『彼は何も食べたくなかった。』

※ want のうしろには名詞か不定詞(to ~)を使う。動名詞(~ing)は使えない。

比較 would like [love] to ~ ｢～したい｣ … want to ~ よりていねいな表現。

→【単語帳 No. 612 … would】

I wanted you to come here. 『私はあなたにここに来てほしかった。』

Happy birthday ! 『お誕生日おめでとう。』

(A) Happy New Year ! 『新年おめでとう！』

I’m happy [glad] to hear that.

『私はそれを聞いてうれしいです。』

He looks happy. (→『彼は幸せに見える。』)

→『彼は幸せそうです。』

The news made me happy.

『その知らせは私をうれしくさせました。』または

『私はその知らせを聞いてうれしくなりました。』

a happy family 『(１つの)幸せな家族』

a happy smile 『(１つの)幸せな笑顔』

Whose desk is that ? 『あれはだれの机ですか？』

My father gave me this desk. 『私の父は私にこの机をくれました。』

= My father gave this desk to me.
※ 上の英文は第４文型、下は第３文型の文。

There is a book on the desk. 『(その)机の上に１冊の本があります。』

This is my chair. 『これは私のいすです。』

I want that chair. 『私はあのいすがほしい。』

Please sit on this chair. 『このいすに座ってください。』

→【単語帳 No. 153 … sit】参照

Those chairs are mine. 『あれらのいすは私のものです。』

a junior high school student
『中学生』

a high school student 『高校生』

a college [university] student
『大学生』

※ college は ｢単科大学｣

university は ｢総合大学｣

a teacher’s desk 『教卓』

sit on a chair 『いすに座る』

sit in a chair
『いすに深々と[ゆったり]座る』
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want to ~ 『～したい』

want〔人〕to ~
『〔人〕に～してほしい、

〔人〕に～してもらいたい』

活用

注意

発音注意

発音注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  father [ふァ－ざァ]

名 父、父親、お父さん (⇔ mother)

☒  mother [マざァ]

名 母、母親、お母さん (⇔ father)

☒  new [ニュー] (⇔ old)

形 新しい、新品の、新入りの、不慣れの

[比較変化] new - newer - newest

同音語：knew (…know の過去形)

☒  young [ヤング]

形 若い、幼い (⇔ old)

年下の、年少の

[比較変化] young - younger - youngest

☒  old [オウルド]

形 年をとった (⇔ young)

～歳の、年上の

古い (⇔ new)

[比較変化] old - older - oldest
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young people 『若い人々、若者』

a younger [little] brother 『弟』

a younger [little] sister 『妹』

a new car 『(１台の)新しい車』

a new student 『新入生、転校生』

an older [a big] brother 『兄』

an older [a big] sister 『姉』

an old friend

『旧友、古くからの友人』

an old man 『老人』

an old woman 『老婦人』

new (新しい) ⇔ old (古い)

young (若い) ⇔ old (年をとった)

※ つまりold には２つの反意語がある。

That is my mother’s car. 『あれは私の母の車です。』

That woman with long hair is Ken’s mother.

『髪の長いあの女性はケンのお母さんです。』

Ms. Sato is our new English teacher.

『佐藤先生は私たちの新しい英語の先生です。』

What’s new ? 【親しい間柄でのあいさつ】

『何か変わったことある？ 変わりはないかい？』

That car is newer than mine (= my car).

『あの車は私の (車) より新しい。』

※ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

Meg is very young. 『メグはとても若いです。』

He looks young. 『彼は若く見えます。』

A lot of young people came to the party.
『たくさんの若者がそのパーティーに来ました。』

When she was young, she went to China alone.
『彼女は若かったとき、１人で中国へ行きました。』

Tom is the youngest in his family.
『トムは彼の家族の中で一番若い。』

You are (two years) younger than Ken.
『あなたはケンより (２歳)年下です。』

※ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

How old are you ? 『あなたは何歳ですか？』

→ I’m six (years old).『私は６歳です。』 ※ year(s) old は省略可。

Our school is fifty years old.

『私たちの学校は建てられてから５０年[創立５０年]です。』

Tom is as old as Emi. 『トムはエミと同い年です。』

※ as ~ as … ｢～と同じくらい…｣ →【単語帳 No. 614 … as】

He is (five years) older than my father.

『彼は私の父より (５歳)年上です。』

I am the oldest of the five. 『私は５人の中で一番年上です。』

※ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

My mother looks old for her age. ※ for「～のわりに」

『私の母は年のわりにはふけて見えます。』
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※ 子供のうちは、母親を Mom [マム] や

Mommy [マぁミィ] と呼ぶのが一般的。

※ 子供のうちは、父親を Dad [ダぁッド] や

Daddy [ダぁディ] と呼ぶのが一般的。

My father is a teacher. 『私の父は(１人の)先生です。』

Do you know Emi’s father ?

『あなたはエミのお父さんを知っていますか？』

※ 家族の間で父親、母親のことを指すときは、

固有名詞のように Father, Mother と言う。

dad, mom →【単語帳 No. 535 ~ 536】

発音注意

発音注意

発音注意
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