
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  nineteen [ナインティーン]

名 １９

形 １９の

☒  meet [ミート]

動 (～に)会う、～を出迎える

活用 ： met [メット]

– met – meeting

３単現形：meets [ミーツ]

同音語：meat (肉) →【No. 357】

☒  Thursday [さ～ズデイ]

名 木曜日【略語は Thur.または Thurs.】

☒  listen [リスン]

動 (～を)聞く、耳をかたむける

活用 ： listened [リスンド]

– listened – listening

３単現形：listens [リスンズ]
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Listen ! 『聞いて！』

listen to ~

『～を聞く、～の言うことを聞く』

I was born in 1997.

『私は 1997 年に生まれました。』

※ 1997 … nineteen ninety-seven
※ 年号は２ケタずつ読む。

His brother is nineteen (years old).

『彼の兄は１９歳です。』

There are nineteen teachers in our school.
= Our school has nineteen teachers.

『私たちの学校には先生が１９人います。』

※ Our school は３人称単数形の主語なので、

現在形の文では３単現の s が必要になる。

It’s four nineteen now. 『今４時１９分です。』

See you next Thursday. 『今度の木曜日に会いましょう。』

He plays basketball on Thursdays [every Thursday].

『彼は毎週木曜日にバスケットボールをします。』

We went to the bank on Thursday afternoon.

『私たちは木曜日の午後にその銀行へ行きました。』

Meg read the book last Thursday.

『メグは先週の木曜日にその本を読みました。』

※ ３単現の s がないので、read は過去形。[れッド] と読む。

Listen to me. 『私の言うことを聞きなさい。』

He often listens to music [the radio].

『彼はよく音楽[ラジオ]を聞きます。』

Listen carefully. 『注意深く聞きなさい。』

→【単語帳 No. 793 … carefully】

She didn’t listen to her father.

『彼女は(彼女の)父の言うことを聞かなかった。』

I listened, but I heard nothing.
『私は耳を澄ましたが、何も聞こえなかった。』

listen … 意識的に聞こうとする。/ hear … 自然と聞こえる。→【単語帳 No. 304 … hear】

Nice to meet you. 『はじめまして。』

→ Nice to meet you, too. 『こちらこそはじめまして。』

同意表現 How do you do ? 『はじめまして。』

※ 返答も How do you do ? →【単語帳 No. 53 … how】

I met [saw] Mr. Seki yesterday. 『私は昨日関さんに会いました。』

I’m glad to meet [see] you. 『私はあなたに会えてうれしいです。』

※ 初対面の人に会ったときは see【No. 294】よりも meet を使うほうがふつう。

Where shall we meet ? 『(私たちは)どこで会いましょうか？』

I’ll meet you at the station. 『私はあなたを駅で出迎えます。』

※ nineteenth [——す]『１９番目(の)、第１９日』

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】参照。

アクセント注意

※ meeting には ｢会、ミーティング｣

の意味をもつ 名詞 の用法もある。

→【単語帳 No. 400】

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 〕

☒  beautiful [ビュ－ティふル]

形 美しい、きれいな

すばらしい、みごとな

[比較変化] beautiful - more ~ - most ~

☒  pretty [プりティ]

形 かわいい、きれいな

副 かなり、相当

[比較変化] pretty - prettier - prettiest

☒  basketball [バぁスケットボール]

名 バスケットボール

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  volleyball [ヴァリボール]

名 バレーボール

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  fun [ふァン]

名 楽しみ、おもしろさ

【a をつけず、複数形にもしない】

派生語：funny (おかしい) →【No. 760】

☒  hobby [ホビィ／ハビィ]

名 趣味
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☆ 野球ファンなどの｢ファン｣や｢扇風機、扇｣は fan [ふぁン] と書く。

発音も fun とは異なることに注意！→【単語帳 No. 862 … fan】

beautiful … はなやかな美しさをあらわす。

pretty … 女性や子供、小さいものなどの

かわいらしさをあらわす。

I’m pretty tired. 『私はかなり疲れています。』

Ken speaks English pretty well.

『ケンはかなり上手に英語を話します。』

This flower is very beautiful . 『この花はとても美しい。』

Look at that beautiful woman. 『あの美しい女性を見て。』

I think (that) Kyoto is the most beautiful city in Japan.

『私は京都が日本でもっとも美しい都市だと思います。』

It’s a beautiful day today. 『今日はすばらしい日です。』

Emi has a pretty doll. 『エミはかわいい人形を持っています。』

What a pretty cat ! 『なんてかわいいネコなんでしょう！』

a lot of fun (→たくさんの楽しみ)

→『とても楽しい』

Have fun ! 『楽しんでね。』

make fun of ~ 『～をからかう』

for fun 『楽しみのために、冗談で』

Let’s play basketball after school.

『放課後バスケットボールをしましょう。』

Basketball is a popular sport.

『バスケットボールは人気のあるスポーツです。』

→【単語帳 No. 359 … sport】

We had fun at the party. = We enjoyed the party.

『私たちはそのパーティーで[を]楽しみました。』

Swimming [To swim] in the sea is (a lot of) fun.

『海で泳ぐのは(とても)楽しい。』

※ Swimming は動名詞、To swim は不定詞の名詞用法。

Don’t make fun of me. 『私をからかわないで。』

We played volleyball yesterday.

『私たちは昨日バレーボールをしました。』

They enjoyed playing volleyball .

『彼らはバレーボールをして楽しみました。』

What’s your hobby ? 『あなたの趣味は何ですか？』

→ My hobby is collecting [to collect] stamps .
『私の趣味は切手収集です。』

Do you have any hobbies ? 『あなたは何か趣味がありますか？』

※ hobby は楽しみのための研究や作業、芸術活動などを指すのが一般的。(例．収集・園芸・手芸・工作など)

そのため、スポーツ・映画鑑賞・音楽鑑賞・読書などは、ふつう英語では hobby とは言わない。
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活用

注意

アクセント注意

アクセント注意

発音注意

※ 複数形は hobbies
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発音注意



〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  Friday [ふらイデイ]

名 金曜日【略語は Fri.】

☒  enjoy [インヂョイ]

動 ～を楽しむ

活用 ： enjoyed [インヂョイド]

– enjoyed – enjoying

３単現形：enjoys [インヂョイズ]

☒  twenty [トゥウェンティ]

名 ２０

形 ２０の

☒  see [スィー]

動 (～を)見る、見える、(～に)会う

わかる、(医者に)見てもらう

同音語：sea (海)、アルファベットの C

活用 ： saw [ソー]

– seen [スィーン] – seeing

３単現形：sees [スィーズ]
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enjoy ~ing 『～して楽しむ』

enjoy oneself 『楽しく過ごす』

※ have a good time とほぼ同意。

☆ 21 以降の数字は twenty-one, twenty-two
のように表す。ハイフンが必要になるので注意！

It’s seven twenty now. 『今７時２０分です。』

See you. 『またね。』

Let’s see. = Let me see.
= Well, … 『ええと…』

Long time no see.
『おひさしぶりです。』

I see. 『わかりました。』

My sister is twenty (years old).
『私の姉は２０歳です。』

He came to Japan twenty years ago.
『彼は２０年前に日本に来ました。』

There are twenty members in our team.
『私たちのチームには２０人のメンバーがいます。』

See you next Friday. 『今度の金曜日に会いましょう。』

Emi plays volleyball on Fridays [every Friday].

『エミは毎週金曜日にバレーボールをします。』

They went to the party on Friday night.

『彼らは金曜日の夜にそのパーティーへ行きました。』

Ken bought a new bike last Friday.

『ケンは先週の金曜日に新しい自転車を買いました。』

See you again [tomorrow]. 『また[明日]会いましょう。』

We can see Mt. Fuji from here. 『ここから富士山が見えます。』

※ この場合の We は一般の人々を指すので、｢私たちは｣をふつう省略する。

I’m glad to see [meet] you. 『私はあなたに会えてうれしい。』

Emi saw [met] him at the station. 『エミは駅で彼に会った。』

Please come and [to] see us this evening.

『今日の夕方私たちに会いに来てください。』

Have you ever seen a koala ? ≪現在完了形≫

『あなたは今までにコアラを見たことがありますか？』

You should see a doctor. 『あなたは医者に診てもらうべきです。』

※ see a doctor は｢医者に診てもらう｣の意味。

see … 自然と目に入る。／ watch … 動き・変化をじっと見る。／ look … 見ようとして目を向ける。

Enjoy your trip ! 『あなたの旅行を楽しんでね！』

I enjoyed talking with you.
『私はあなたと話して楽しかったです。』

※ enjoy の後ろには名詞か動名詞 (~ing) を使う。

不定詞 (to ~) は使えない。

Did you enjoy your vacation ?
『あなたは(あなたの)休暇を楽しみましたか？』

I enjoyed myself at the party.

= I had a good time at the party.

『私はそのパーティーで楽しく過ごしました。』

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】参照。

発音注意

アクセント注意

※ twentieth [——エす]『２０番目(の)、第２０日』
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  junior [ヂューニャ]

形 年下の、下級の (⇔ senior)

子供のほうの、２世の【Jr.または jr. と訳す】

名 年少者、後輩 (⇔ senior)

☒  textbook [テクストブック]

名 教科書、教本

☒ ear [イア]

名 耳、聴覚

☒ nose [ノウズ]

名 鼻、嗅覚

同音語：knows (…｢知っている｣の３単現形)

→【単語帳 No. 157 … know】

☒  umbrella [アンブれラ]

名 かさ、雨傘

※ 日傘は parasol [パぁらソ(ー)ル]

☒  juice [ヂュース]

名 ジュース【ふつう a をつけず、複数形にもしない】

※ juice はふつう果汁１００パーセントのものを指す。
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Tom is a junior high school student.

『トムは(１人の)中学生です。』

He is two years junior to me.

= He is my junior by two years.

= He is two years my junior.

『彼は私の２つ年下です。』

a junior high school 『中学校』

a junior college 『短期大学』

Tom Smith, Junior 『トム・スミス２世』

an English textbook 『英語の教科書』

a math textbook 『数学の教科書』

Open your textbooks to page 4.

『(あなたたちの)教科書の４ページを開きなさい。』

→【単語帳 No. 722 … page】

Close your textbook. 『あなたの教科書を閉じなさい。』

A rabbit has long ears. 『ウサギは耳が長い。』

→【単語帳 No. 833 … rabbit】

Meg has good ears. 『メグは耳[聴覚]が良い。』

She has a long nose. 『彼女は鼻が高い。』

※ a long nose は｢鼻が高い｣の意味。

｢(鼻が)低い｣には short【単語帳 No. 243】

または flat [ふラぁット]｢平らな｣を使う。

☆『象の鼻は長い。』は nose を使わずに以下のように言う。

Elephants have a long trunk.

… trunk [トゥらンク] には｢大型旅行かばん、

車のトランク｣の意味もある。

put up [close] an umbrella 『傘をさす[たたむ]』

a glass of juice 『コップ[グラス]１杯のジュース』

two glasses of juice

『コップ[グラス]２杯のジュース』

Take your umbrella (with you).

『あなたの傘を持っていきなさい。』

Meg left her umbrella in the classroom.

『メグはその教室に彼女のかさを置き忘れました。』

I want a glass of (orange) juice.

『私はコップ１杯の (オレンジ)ジュースがほしい。』

How about another glass of juice ?

『ジュースをもう１杯いかがですか？』

※ juice, tea, coffee などの語は、ふつう複数形にしない。

ただし、レストランなどで注文するときには、例外的に

Two orange juices, please. などと言うこともある。
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アクセント注意

アクセント注意

☆ 『耳痛』は earache [イアれイク]

発音注意

発音注意

☆ 対義語： senior [スィーニャ] ｢先輩、年上の｣

→【単語帳 No. 1116】

My nose is running. 『鼻水が止まりません。』

= I have a runny nose.

※ runny [らニィ] ｢鼻水が出る、流れやすい｣

発音注意
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発音注意


