
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  look [ルック]

動 (～を)見る、目を向ける

(～のよう)に見える

名 見ること、顔つき、見た目

活用 ： looked [ルックト]

– looked – looking

３単現形：looks [ルックス]

☒  free [ふり－]

形 ひまな (⇔ busy)、自由な

無料の

☒  busy [ビズィ]

形 いそがしい (⇔ free)

にぎやかな

(電話が)話し中で

[比較変化] busy - busier - busiest

☒  sixteen [スィックスティーン]

名 １６

形 １６の

☒ Monday [マンデイ]

名 月曜日【略語は Mon.】
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a busy street 『にぎやかな通り』

→【単語帳 No. 752 … street】

take [have] a look『見る』/ a sad look『悲しそうな表情』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

Are you busy now ? 『あなたは今忙しいですか？』

Aki is busy with her homework today.
『アキは今日彼女の宿題で忙しい。』

Ken has been busy since last week. ≪現在完了形≫

『ケンは先週からずっと忙しい。』

I’m too busy to go there. 『私は忙しすぎてそこへ行けません。』

The line is busy. 『(電話が)話し中です。』

look at ~ 『～を見る』

look for ~ 『～を探す』

look 形容詞 / look like 名詞

『～ (のよう) に見える』

It’s twelve sixteen now. 『今１２時１６分です。』

Her son is sixteen (years old). 『彼女の息子は１６歳です。』

We need sixteen eggs to make dinner.
『私たちは夕食を作るために１６個のたまごが必要です。』

There were sixteen chairs in that room.
『あの部屋にはイスが１６脚ありました。』

Look ! 『見て！』/ Look at me. 『私を見て。』

What are you looking at ? 『あなたは何を見ているのですか？』

What are you looking for ? 『あなたは何を探しているのですか？』

I’m just looking. 『見ているだけです。』【お店で商品を見ている】

Emi looked around there. 『エミはそこであたりを見回しました。』

He looks busy. 『彼は忙しそうに見えます。』 ※ busy は 形容詞 。

It looks like rain. 『雨が降りそうだ。』 ※ この rain は 名詞 。

Are you free now ? 『あなたは今ひまですか？』

→ Sorry, I’m busy now. 『ごめんなさい。私は今忙しいです。』

What do you usually do in your free time ?
『あなたはひまな[自由な]時間にたいてい何をしますか？』

I have two free tickets for the concert.
『私はそのコンサートの無料チケットを２枚持っています。』

See you next Monday. 『今度の月曜日に会いましょう。』

Meg plays tennis on Mondays [every Monday].

『メグは毎週月曜日にテニスをします。』

Tom went to the hospital on Monday afternoon.

『トムは月曜日の午後にその病院へ行きました。』

Emi met her aunt last Monday.

『エミは先週の月曜日に彼女のおばに会いました。』

☆ 曜日名の最初の文字は必ず大文字で書く。

『～曜日に』→ on ~day

『毎週～曜日に』

→ on ~days / every ~day

※ every の後ろには単数形を使う。

→【単語帳 No. 238…Sunday】も参照
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free (ひまな) ⇔ busy (忙しい)

※ sixteenth [——す]

『１６番目(の)、第１６日』

アクセント注意

活用

注意

発音注意

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 〕

☒  uncle [アンクル]

名 おじ、おじさん (⇔ aunt)

☒  aunt [あント]

名 おば、おばさん (⇔ uncle)

☒  open [オウプン]

動 ～を開ける、開く (⇔ close, shut)

始まる、開始する (= begin, start)

形 開いている (⇔ closed)

営業している

活用 ： opened [オウプンド]

– opened – opening

３単現形：opens [オウプンズ]

☒  zoo [ズー]

名 動物園

☒ box [バックス]

名 箱、ボックス

≪a box of ~ で≫ １箱の～
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※『私のおじとおば[おばとおじ]』のように両方を

言うときは、my aunt and uncle と言う。

☆『～(人物名)おじさん』は

Uncle ～(人物名) と言う。

※ 名前につけて用いるときは

大文字で始める。

Tom has three aunts. 『トムにはおばが３人います。』

My aunt came to Kobe last week.

『私のおばは先週神戸に来ました。』

That woman is Emi’s aunt. 『あの女性はエミのおばです。』

I like Aunt Mary. 『私はメアリーおばさんが好きです。』

I have two uncles. 『私にはおじが２人います。』

Her uncle lives in Tokyo.『彼女のおじは東京に住んでいます。』

Ken is going to meet his uncle next week.

『ケンは来週彼のおじに会う予定です。』

Hello, Uncle Sam. 『こんにちは、サムおじさん。』

Please open the window. 『その窓を開けてください。』

Open your textbooks to page 5.
『(あなたたちの)教科書の５ページを開きなさい。』

He opened his eyes slowly. 『彼はゆっくりと目を開けました。』

The shop opens at nine. 『その店は９時に開店します。』

The window is open. 『その窓は開いています。』

Keep the door open. 『そのドアを開けたままにしておいて。』

Don’t leave the window open. 『その窓を開けっ放しにしないで。』

This store is open until seven. 『この店は７時まで営業しています。』

We went to the zoo last week. 『私たちは先週その動物園に行きました。』

There are a lot of animals in the zoo. 『その動物園にはたくさんの動物がいます。』

I saw pandas at Ueno Zoo. 『私は上野動物園でパンダを見ました。』

※ 動物園の名前は zoo の Z をふつう大文字で書く。

He took his children to the zoo.
『彼は彼の子供たちをその動物園に連れていきました。』
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☆『～(人物名)おばさん』は

Aunt ～(人物名) と言う。

※ 名前につけて用いるときは

大文字で始める。

Please open that box. 『あの箱を開けてください。』

There are a lot of books in this box.

『この箱の中にはたくさんの本があります。』

What’s in the box ? 『その箱の中には何がありますか？』

I’ll give you a box of apples. ※ 第４文型の文

= I’ll give a box of apples to you. ※ 第３文型の文

『私はあなたにりんごを１箱あげるつもりです。』

a lunch box 『弁当箱』

a police box 『交番』

a toy [トイ] box 『おもちゃ箱』

発音注意

※ 複数形は boxes [バクスィズ]

発音注意

Ueno Zoo

『上野動物園』

※ [オープン] とは読まない！

発音注意

発音注意
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発音注意


