
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  big [ビッグ]

形 大きい (⇔ little, small)

年上の (⇔ little)

重要な、偉い

[比較変化] big - bigger - biggest

☒  large [ラーヂ] (⇔ small)

形 大きい、(面積が)広い

多い、多数の、多量の

[比較変化] large - larger - largest

☒  small [スモール]

形 小さい、(面積が)せまい (⇔ big, large)

少ない、わずかな (⇔ large)

[比較変化] small - smaller - smallest

☒  little [リトゥル]

形 小さい、年下の (⇔ big)

≪ a little + 名詞 で≫ 少量の (⇔ much)

≪ little + 名詞 で≫ ほとんどない

副 ほとんど～ない、≪ a little で≫ 少し

[比較変化] little - less [レス] - least [リースト]

代 ほとんどない

≪ a little で≫ 少し (⇔ much)
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a little water 『少しの水(がある)』

little water 『水がほとんどない』

※ a がつかないときは否定的な内容になる。
(どちらを使うかは、話し手の感じ方による)

184

a little [a younger] brother 『弟』

a little [a younger] sister 『妹』

more or less 『多かれ少なかれ』→【No. 448】

at (the) least 『少なくとも』

a big [an older] brother 『兄』

a big [an older] sister 『姉』

My house is small . 『私の家は小さい。』

Meg lives in a small town.

『メグは小さな町に住んでいます。』

This cap is too small for me.

『この帽子は私には小さすぎます。』

His cat is smaller than mine (= my cat).

『彼のネコは私の(ネコ)より小さい。』

☆ big, large は≪大きさ≫についてはほぼ同じように使われる。(例. a big [large] city ｢大都市｣)

… ただし、big には｢体積や重さ｣、large には｢面積や容積｣を強調する意味が含まれることが

ある。口語 (話し言葉)では big のほうがよく使われる。

small … 単純に『形が小さい』ことを表す。

little …『かわいらしい』『ちっちゃな』と

いうニュアンスが含まれる。

Tom lives in a big house. 『トムは大きい家に住んでいます。』

This cap is too big for me. 『この帽子は私には大きすぎます。』

That man is my big brother. 『あの男性は私の兄です。』

That apple is bigger than this one (= apple).

『あのりんごはこれより大きいです。』

I’m a big fan of yours. 『私はあなたの大ファンです。』

→【単語帳 No. 862 … fan】

Ken can speak English a little.

『ケンは少し英語を話すことができます。』

I was a little tired. 『私は少し疲れていました。』

→【単語帳 No. 450 … tired】

Aki has a little dog. 『アキは小さい犬を飼っています。』

There is a little milk in the glass.

『そのコップには牛乳が少しあります。』

There was little tea in the cup.

『そのカップには紅茶がほとんどありませんでした。』

We had little snow last winter.

『去年の冬は雪がほとんど降りませんでした。』

※ snow は数えられない名詞 →【単語帳 No. 279】

She had little to say.

『彼女はほとんど言うことがなかった。』

Please give me a little. 『私に少しください。』

I want to live in a large house. 『私は大きい家に住みたい。』

Tom’s bag is very large. 『トムのバッグはとても大きい。』

His family is large. 『彼の家族は大家族です。』

Which (city) is larger, Tokyo or Osaka ?

『東京と大阪ではどっちが大きい(都市)ですか？』

活用

注意

活用

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 〕

☒  park [パーク]

名 公園、遊園地、競技[運動]場

動 (～を)駐車[駐輪]する

活用 ： parked [パークト]

– parked – parking

３単現形：parks [パークス]

☒  week [ウィーク]

名 週、１週間

同音語：weak (弱い) →【単語帳 No. 740】

☒  finish [ふィニッシュ]

動 ～を終える (⇔ begin, start)

終わる (= end)

名 終わり、仕上げ

活用 ： finished [ふィニッシュト]

– finished – finishing

３単現形：finishes [ふィニッシィズ]
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finish ~ing 『～し終える』

※ finish のうしろに不定詞(to ~)を
使うことはできない。

… enjoy【No. 292】も同様。

☆ stop【No. 240】には to ~ の

用法もあるが、中学英語では

~ing の用法のほうが重要。

※ park は ｢(自動車を)駐車する｣ の

意味が一般的だが、自転車 (bike)を

｢駐輪する｣という意味でも使う。

a national park 『国立公園』

a baseball park 『野球場』

※ a ball park も同意。

this week 『今週』 / next week 『来週』

last week 『先週』 / every week 『毎週』

※ this, next, last, every などの語がつくときには

その前に on などの前置詞は必要がなくなる。

for a [one] week 『１週間』

/ for two weeks 『２週間』

a [one] week ago 『１週間前』

/ three weeks ago 『３週間前』

※ week の最初の音は、純粋な母音の [ウ] ではなく

w の音が入った半母音なので、a を an にしたり

the を [ズィ] と読んだりする必要はない。

Let’s go to the park. 『(その)公園へ行きましょう。』

I sometimes take [have/go for] a walk in the park.

『私はときどきその公園を散歩します。』

Tom’s sister is playing in that park.
『トムの妹はあの公園で遊んでいます。』

He parked his car in front of the station.
『彼は(その)駅の正面に彼の車を駐車しました。』

Where can I park my bike ?
『私の自転車をどこに駐輪できますか？』

No parking. 『駐車[駐輪]禁止』【標識】

☆ parking には｢駐車場、駐輪場｣の意味の名詞もある。

→【単語帳 No. 673 … space】も参照のこと。

What day (of the week) is (it) today ?

『今日は何曜日ですか？』

Ken will leave Japan next week.

『ケンは来週日本を出発するでしょう。』

Emi stayed in Canada for a [one] week.

『エミは１週間カナダに滞在しました。』

They came here two weeks ago.

『彼らは２週間前にここに来ました。』

I go to the library once [twice] a week.

『私は週に１回[２回] その図書館に行きます。』

There are seven days in a week.

= A week has seven days. 『１週間は７日です。』

☆ weekend [ウィークエンド] ｢週末｣ →【単語帳 No. 476】

I must finish the work soon.

『私はすぐにその仕事を終えなければならない。』

He finished reading the book. 『彼はその本を読み終えました。』

※ finish の後ろには名詞か動名詞を使う。不定詞(to ~)は使えない。

Have you finished your homework yet ?
『あなたはもう宿題を終えましたか？』

Emi hasn’t finished [done] the work yet. ≪現在完了形≫

= Emi hasn’t finished doing the work yet.

『エミはまだその仕事を終えていません。』

☆ yet ｢ [疑問文で] もう、[否定文で] まだ｣ →【単語帳 No. 731】

The game will finish by noon.
『その試合は正午までには終わるでしょう。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

© 英語ブロック 2009 (http://eigoblock.com/) [編集･加工･販売等を禁じます]



〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ day [デイ]

名 日、１日

日中、昼間【日の出から日没まで】(⇔ night)

≪ふつう days で≫ 時代、時期

☒ buy [バイ] (⇔ sell)

動 ～を買う

同音語：by (～によって、～のそば)

bye (さよなら、バイバイ)

活用 ： bought [ボート]

– bought – buying

３単現形：buys [バイズ]

☒ only [オウンリ]

形 ただ１つの、ただ１人の、唯一の

最適の

副 ただ～だけ、ほんの～にすぎない
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Only Emi knows him. 『エミだけが彼を知っています。』

Ben was only five years old then.

『ベンはそのときほんの５歳でした。』

Aki is an only child. 『アキは一人っ子です。』

Tom is their only son. 『トムは彼らの１人息子です。』

Ken is the only man for the job.

『ケンはその仕事に最適な男性です。』

an only child 『一人っ子』

not only ~ but (also) …

『～だけでなく…もまた』→【No. 777】

☆ only は使う場所によって修飾する語が変わる。修飾する語の直前に only を置く。

Only Meg saw the man. 『メグだけがその男性を見ました。』

Meg only saw the man. 『メグはその男性を見ただけでした。』

Meg saw only the man. 『メグはその男性だけを見ました。』

※ ただし、実際の会話では、be 動詞･助動詞の後ろ、または一般動詞の直前において、

読むときには修飾したい語を強く発音するのがふつう。

boat ｢ボート、小船｣ は [ボウト] と

発音するので、bought の発音とは

異なる。※ boat →【単語帳 No. 872】

every day 『毎日』

all day (long)『一日中』

one day 『ある日』/ some day 『いつか』

the other day 『先日』

the next day 『その翌日』

day by day 『日に日に、日ごとに』

the day after tomorrow 『あさって』

the day before yesterday 『おととい』

New Year’s Day 『元日』

during the day 『日中(に)』→【No. 214】

day and night 『昼も夜も』

these days 『このごろ、近ごろ』

in those days 『そのころは、当時は』

I study Japanese every day.

『私は毎日日本語を勉強します。』

① What day (of the week) is (it) today ?

『今日は何曜日ですか？』

② What day of the month is (it) today ?
= What’s the date today ?

『今日は何月何日ですか？』

※ 上記の①②は似ているが、質問の内容がまったく異なる。

of the week のときには曜日、of the month のときは日付。

Have a nice day ! 『よい一日を！』

I met Tom two days ago. 『私は２日前にトムに会った。』

Meg stayed in Tokyo for five days.
『メグは５日間東京に滞在しました。』

One day I got a letter from my uncle.
『ある日私は(私の)おじから手紙を受け取りました。』

I want to go to America some day.
『私はいつかアメリカに行きたい。』

I want to buy a notebook. 『私はノートを１冊買いたい。』

He bought the bag for two thousand yen.

『彼はそのバッグを 2,000 円で買いました。』

※ この for は｢～と交換に｣の意味。→【単語帳 No. 46 … for】

Meg bought me a camera. 『メグは私にカメラを買ってくれた。』

= Meg bought a camera for me.

※ くわしくは、かんたん英文法【第３文型と第４文型】を参照のこと。

→【単語帳 No. 46 … for】も参照のこと。

発音注意

buy〔人〕〔物〕= buy〔物〕for〔人〕『〔人〕に〔物〕を買う』
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