
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  thirteen [さ～ティーン]

名 １３

形 １３の

☒  friend [ふれンド]

名 友人、友達

(⇔ enemy [エネミィ]｢敵｣ )

☒ theirs [ぜアズ]

代 彼らのもの

彼女らのもの

それらのもの

☒  again [アゲン]

副 また、再び、もう一度

☒ welcome [ウェルカム]

間 ようこそ、いらっしゃい

形 歓迎される
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again and again 『何度も何度も』

(once) again 『もう一度』

= once more = one more time

※ 欧米では13を不吉な数字と考える迷信がある。

my friend Tom

『私の友達のトム』

make [become] friends with ~

『～と親しくなる、友達になる』

Emi is a friend of mine. 『エミは私の一友人です。』

※ a と my を前後して使うことはできないので、a my ~ としてはいけない。

くわしくは【単語帳 No. 6 … a】を参照のこと。

He has a lot of [many] friends. 『彼には友達がたくさんいます。』

This is my friend Meg. 『こちらは私の友達のメグです。』

Tom and Ken are good friends. 『トムとケンは仲が良い友達です。』

※ best friend は「親友」→【単語帳 No. 498…best】

She is an old friend of us. 『彼女は私たちの古くからの友人です。』

You are [You’re] welcome. 『どういたしまして。』 ※ Thank you. に対する返答として使われる。

☆ You’re welcome. 以外にも、It’s my pleasure. ( pleasure ｢喜び｣ →【単語帳 No. 580】) 、

Not at all . ( not ~ at all… ｢まったくない、全然ない｣の意味 →【単語帳 No. 201…all】) 、

Don’t mention it. ( mention [メンシャン] ｢述べる｣) なども『どういたしまして。』と訳す。

I’ll be thirteen (years old) next week. 『私は来週１３歳になります。』

This house has thirteen rooms. 『この家には部屋が１３あります。』

= There are thirteen rooms in this house.

It’s one thirteen now. 『今１時１３分です。』

See you again. 『また会いましょう。』

Try again. 『もう一度やってみなさい[挑戦しなさい]。』

Ken will come here again. 『ケンはまたここに来るでしょう。』

Will you say that (once) again ?

『もう一度それを言ってくれませんか？』

Welcome to Japan. 『日本へようこそ。』

Welcome to our party. 『私たちのパーティーへようこそ。』

Welcome home [back]. 『おかえりなさい。』

※ 帰国や長い不在から帰宅した人に対して言う表現。

These cars are theirs (= their cars). 『これらの車は彼らの (車)です。』

Those cameras were not theirs (= their cameras).

『あれらのカメラは彼女たちの (カメラ)ではありませんでした。』

Our computers are black, but theirs (= their computers) are red.

『私たちのコンピューターは黒色だが、彼らの (コンピューター)は赤色です。』

That school is bigger than theirs (= their school).

『あの学校は彼女たちの (学校)より大きいです。』
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※ thirteenth [——す]

『１３番目(の)、第１３日』

※ they の所有代名詞。

☆ 英文の文脈や状況に

応じて訳し分ける。

発音注意

アクセント注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  grandfather [グらぁン(ド)ふァーざァ]

名 祖父、おじいさん (⇔ grandmother)

☒  grandmother [グらぁン(ド)マざァ]

名 祖母、おばあさん (⇔ grandfather)

☒  drive [ドゥらイヴ]

動 (～を)運転する、車で行く

名 ドライブ

活用：drove [ドゥろウヴ]

– driven [ドゥりヴン] – driving

３単現形：drives [ドゥらイヴズ]

☒ letter [レタァ]

名 手紙

(アルファベットなどの)文字

☒  classroom [クラぁスるーム]

名 教室
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go for a drive 『ドライブに行く』

take〔人〕for a drive

『〔人〕をドライブに連れていく』

a capital [キぁピトル] letter 『大文字』

※ capital ｢大文字、頭文字、首都｣

a small letter 『小文字』

a kana letter 『かな文字』

☆ 漢字は Chinese character [キぁらクタァ]

※ character ｢文字、登場人物、人格｣

My grandfather is seventy (years old).

『私の祖父は７０歳です。』

That man is Ken’s grandfather.

『あの男性はケンのおじいさんです。』

Our grandmother lives in Kyoto.

『私たちの祖母は京都に住んでいます。』

That woman is Emi’s grandmother.

『あの女性はエミのおばあさんです。』

Let’s go for a drive. 『ドライブに行きましょう。』

My father took me for a drive.

『私の父は私をドライブに連れていってくれました。』

☆ 親しみを込めて言うときや、会話などでは、

grandpa [グラぁン(ド)パー]『おじいちゃん』

grandma [グラぁン(ド)マー]『おばあちゃん』

と言うことが多い。

He drives a car every day. 『彼は毎日車を運転します。』

Can you drive a car ? 『あなたは車を運転できますか？』

I know how to drive a car.
『私は車の運転の仕方を知っています。』

Drive carefully. 『注意して運転しなさい。』
あ

※ ride とのちがいについて →【単語帳 No. 622 … ride】

I wrote (a letter) to Ken.
『私はケンに(１通の)手紙を書きました。』

※ write (a letter) to ~「～に手紙を書く」

(⇔ hear from ~ ｢～から便り[返信]がある｣)

He was reading a letter then.

『彼はそのとき(１通の)手紙を読んでいました。』

Emi got [received] a letter from Tom.

『エミはトムから(１通の)手紙を受け取りました。』

Thank you for your letter.

『(あなたの)手紙をくれてありがとう。』

This is our classroom. 『これは私たちの教室です。』

We eat [have] lunch in the classroom.
『私たちは教室で昼食を食べます。』

Go back to your classroom.
『あなた(たち)の教室に戻りなさい。』

Keep your classroom clean.
『あなた(たち)の教室をきれいにしておきなさい。』

※ keep + 目的語(~) + 形容詞(…) ｢～を…にしておく｣
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※ classroom は 単語１語なので、class と

room のあいだを離して書かないように

注意！ (notebook, homework も同様)

関連語：class ｢クラス、授業｣ →【単語帳 No. 542】

classmate [クラぁスメイト] ｢同級生、級友｣

アクセント注意
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