
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  speak [スピーク]

動 (言語･言葉などを)話す

しゃべる、演説する

活用 ： spoke [スポウク]

– spoken [スポウクン] – speaking

３単現形：speaks [スピークス]

関連語：speech (スピーチ) →【No. 974】

speaker (話し手) →【No. 177…well の例文】

☒ hungry [ハングりィ]

形 空腹の (⇔ full)

飢えた

☒ full [ふル]

形 満腹の (⇔ hungry)

いっぱいの、満ちた (⇔ empty)

※ empty ｢からの｣ →【No. 986】

☒ January [ヂぁニュエり]

名 １月【略語は Jan.】

☒  thirty [さ～ティ]

名 ３０

形 ３０の
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I’m very hungry. 『私はとてもおなかがへっています。』

Emi found a hungry cat in the park.
『エミはその公園で空腹のネコを見つけました。』

Eat this apple if you are hungry now.
『もしあなたが今空腹ならば、このリンゴを食べなさい。』

Tell me when you feel hungry. 『空腹を感じたら私に教えて。』

speak [talk] to ~ 『～に話しかける』

so to speak 『いわば』

generally speaking 『一般的に言えば』

→【単語帳 No. 1102 …generally】

Ken speaks English well.『ケンは上手に英語を話します。』

Please speak more slowly. 『もっとゆっくり話してください。』

“May I speak to Emi, please ?”『エミと話したいのですが？』

→ “(This is she) Speaking.” 『私です。』 【電話での会話】

English is spoken in Australia.

= They speak English in Australia.

『オーストラリアでは英語が話されています。』

※ They は漠然と｢オーストラリアの人々｣を指す。

speak …「話しかける、(言語を)話す、演説する」

say …「(ある言葉、考えなどを口に出して)言う」→【No. 361】

talk …「話し合う、おしゃべりする」→【No. 271】

I’m full . 『私はおなかいっぱいです。』 (⇔ I’m hungry. )

The train was full . 『その電車は満員でした。』

The glass is full of milk. 『そのコップは牛乳でいっぱいです。』

= The glass is filled with milk .
☆ be filled with ~ ｢～でいっぱいである｣ →【No. 962… fill】

Don’t speak with your mouth full .
『口の中をいっぱいにして話すな。』→【No. 407 … mouth】

We have a full moon tonight. 『今夜は満月です。』

be full of ~ 『～でいっぱいである』

a full moon 『満月』

at full speed [スピード] 『全速力で』

There are thirty students in our class.
『私たちのクラスには生徒が３０人います。』

There are thirty days in April. 『４月は３０日あります。』

= April has thirty days . ※ ３単現の文なので動詞が has になっている。

It’s five thirty now. 『今５時３０分です。』

『～月に』→ in ~

『～月…日に』→ on ~ …

※ 日にち(…)の部分はふつう数字で書き、

序数 (ファースト、セカンド、…)で読む。

It is cold in January. 『１月は寒い。』

Tom was born in January. 『トムは１月に生まれました。』

I was born on January 5. 『私は１月５日に生まれました。』

= My birthday is January 5. 『私の誕生日は１月５日です。』

※ 5 は [ふィふす] と読む。

January is the first month of the year.
『１月は年の最初の月です。』
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hungry ⇔ full

※ thirtieth [——エす]

『３０番目(の)、第３０日』

☆ ｢３１｣は thirty-one
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☒  hair [ヘア]

名 髪の毛 (全体)【a をつけず、複数形にもしない】

(１本１本の)毛【a hair とあらわす】

☒  meat [ミート]

名 肉【a をつけず、複数形にもしない】

同音語：meet (会う) →【No. 282】

☒ party [パーティ]

名 パーティー、集まり

一団、隊

☒  sport [スポート]

名 スポーツ、運動競技

☒  color [カラァ]

名 色
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※ sport には、魚釣り、狩り、

競馬なども含まれる。

※ 食用の肉をまとめて meat と言うが、動物によって肉の呼び方が異なる。

牛の肉は beef [ビーふ] , 豚の肉は pork [ポーク] , 鳥の肉は chicken [チキン]

Which do you like better, meat or fish ?

『あなたは肉と魚ではどちらが好きですか？』

→ I like meat better (than fish). 『私は(魚より)肉が好きです。』

Mr. Smith doesn’t eat meat. 『スミス先生は肉を食べません。』

Meg has long hair. 『メグは髪が長い。』

That girl with short hair is Emi.
『あの髪の短い女の子がエミです。』

Most Japanese have dark [black] hair.
『大部分[ほとんど]の日本人は黒い髪をしています。』

→【単語帳 No. 485 … most】

There was a hair in my soup.
『私のスープに１本の髪の毛が入っていました。』

dark [black] hair 『黒い髪』

※ 髪の色が ｢黒い｣ と言うときには、black よりも

dark (【単語帳 No. 449】) を使うことが多い。

→【単語帳 No. 385 … eye】も参照のこと。

a gray hair 『(１本の)白髪』→【No. 665 … gray】

a piece of meat

『１切れの肉』

→【単語帳 No. 828

… piece】

What sport(s) do you want to play ? … ①

『あなたは何の[どんな]スポーツをしたいですか？』

What sport do you like (the) best ? … ②

『あなたは何のスポーツがいちばん好きですか？』

※ 日本語ではふつう｢スポーツ｣と複数形の発音で言うが、英語では単数形 sport も

よく使う。上の英文②のように、｢いちばん好きなスポーツ｣をたずねるときには、

１つのスポーツ名がふつう答えになるので、単数形の sport を使って質問する。

I like light [dark] colors. 『私は明るい[暗い /濃い]色が好きです。』

What color is your car ? 『あなたの車は何色ですか？』

What is your favorite color ? 『あなたの大好きな色は何ですか？』

= What color do you like (the) best ? ※ 上の文とほぼ同意。

『あなたは何色がいちばん好きですか？』

a light color 『明るい色』

a dark color 『暗い色、濃い色』

a warm color 『暖色』

a cold color 『寒色』

We are going to give [have/hold] a party tomorrow.

『私たちは明日パーティーを開くつもりです。』

They were invited to Emi’s birthday party.

『彼らはエミの誕生日パーティーに招待されました。』

give [have /hold] a party 『パーティーを開く』/ a birthday party 『誕生日パーティー』

a dinner [welcome] party 『晩さん[歓迎]会』/ a rescue [れスキュー] party 『救助隊、レスキュー隊』
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☆ fruit【単語帳 No. 311】も

参照のこと。
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