
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  say [セイ]

動 言う、述べる

～と書いてある

活用 ： said [セッド]

– said – saying

３単現形：says [セズ]

☒  fine [ふァイン]

形 元気な、健康な (= well)

天気が良い、晴れた (= sunny, fair)

すてきな、申し分のない

立派な

[比較変化] fine - finer - finest

☒ read [りード]

動 (～を)読む、読書する

活用 ： read [れッド]

– read [れッド] – reading

※ 過去形･過去分詞形の同音語：red (赤)

３単現形：reads [りーヅ]

☒  February [ふェブるエり]

名 ２月【略語は Feb.】

９８ページ

361

362

363

364

say to ~ 『～に言う』

say hello to ~

『～によろしくと言う』

say to oneself
『心の中で考える、思う』

→【No. 774 … yourself】

☆ tell, teach, speak, talk とのちがい →【単語帳 No. 381 … tell】

発音

注意

Say that [it] again, please. 『それをもう一度言ってください。』

How do you say “oshogatsu ” in English ?

『英語で ｢お正月｣ を何と言いますか？』

☆ ≪同意表現≫ What do you call ~ in English ? →【No. 247… call】

He said, “I’m busy.” 『彼は ｢私(=彼)は忙しい｣ と言いました。』

= He said (that) he was busy. → かんたん英文法【時制の一致】

“What’s this ?” said Mike. 『マイクは ｢これは何？｣ と言いました。』

= Mike said, “What’s this ?” … 会話文は ≪時制の一致≫ を受けない。

※ 上の文では主語と動詞に倒置が起こっている。

This letter says (that) she is fine.
『この手紙に彼女は元気だと書いてあります。』

How are you ? 『元気ですか？』

→ I’m fine, thank you. 『私は元気です、ありがとう。』

It’s fine [sunny] today. 『今日は天気が良い。』

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

→ That’s fine. 『いいですね。』

Look at that fine building. 『あの立派な建物を見て。』

read a book / read books

『本を読む』

read music 『楽譜を読む』

→【単語帳 No. 178 … music】

Emi was born in February. 『エミは２月に生まれました。』

I was born on February 2. 『私は２月２日に生まれました。』

※ 2 は [セカンド] と読む。→【単語帳 No. 336 … second】

We have a lot of [much] snow in February.

= It snows much [a lot] in February.

『２月には雪がたくさん降ります。』

February is the second [shortest] month of the year.

『２月は年の２番目の[いちばん短い]月です。』

発音

注意

I’m reading a book [newspaper] now.
『私は今 本[新聞]を読んでいます。』

Emi likes to read [reading]. 『エミは読書が好きです。』

He read the book. 『彼はその本を読みました。』

※ 主語が３人称･単数形のときは、３単現の s がつくかどうかで

時制を判断することができる。上の文では、主語が He なのに

３単現の s がついていないことから過去形。[れッド]と読む。

I have no time to read. 『私は読書をする時間がありません。』

※ to read は不定詞の形容詞用法 … ｢～するための｣と訳す。

Please read me the letter. 『私にその手紙を読んでください。』

= Please read the letter to me.
※ 上は第４文型、下は第３文型の文。

『～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、…) の

読み方をする。

☆ 前置詞の違いに注意！

… 月名のときは in、特定の日には on

活用

注意

アクセント注意

活用

注意
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☒  bed [ベッド]

名 ベッド、寝台、寝床(ねどこ)

☒  kitchen [キチン]

名 台所、キッチン

☒ singer [スィンガァ]

名 歌手、歌う人

関連語：sing (歌う) →【単語帳 No. 115】

song (歌) →【単語帳 No. 503】

☒  player [プレイア]

名 競技者、選手、ゲームをする人

演奏者、演奏装置、役者

関連語：play (～をする、芝居) →【No. 239】

☒  town [タウン]

名 町、都会

【 city より小さく、village より大きい】

☒  sky [スカイ]

名 空、大空

９９ページ

365

366

367

368

go to bed 『寝る』 ※ sleep は ｢眠る｣ →【単語帳 No. 701】

be sick in bed 『病気で寝ている』 ※ bed を使う本来の目的である『寝る』の意味では the などの冠詞をつけない。

make a [the/one’s] bed 『ベッドを整える』 ※ 布団を整えて見た目をきれいにする。ベッドメイキングとも言う。

My mother is in the kitchen.

『私の母は台所[キッチン]にいます。』

Emi is cooking dinner in the kitchen.

『エミは台所[キッチン]で夕食を作っています。』

I usually go to bed at eleven. 『私はたいてい１１時に寝ます。』

He has been sick in bed for a week.

『彼は１週間病気で(ずっと)寝ています。』

Meg is a (very) good singer. 『メグは(とても)上手な歌手です。』

= Meg sings (very) well. 『メグは(とても)上手に歌います。』

※ 上の文は、下の文と同じ訳し方をすることもある。

The singer has a beautiful voice.
『その歌手は美しい声を持っています。』

※ voice [ヴォイス] →【単語帳 No. 975】

I like this town very much. = I love this town.
『私はこの町がとても好きです[大好きです]。』

Ken lives in a small town.
『ケンは小さな町に住んでいます。』

※ town には ｢都会｣ の意味もある。

city のことを 親しみを込めて town と呼ぶこともある。

→【単語帳 No. 531 … city】

There are a lot of stars in the sky. 『空にたくさんの星があります。』

The sky is covered with a lot of clouds.

『空はたくさんの雲でおおわれています。』

※ be covered with ~ 『～でおおわれている』≪受動態 (受け身)≫

cover [カヴァ] 動詞･名詞「～をおおう、包む、おおい、ふた、(本･CD などの)表紙」

a town hall 『町役場』

※ hall [ホール] ｢会館、ホール、玄関｣

→【単語帳 No. 854 … city hall】

a blue sky 『青空』

in the sky 『空に』

a piano player (= pianist [ピあニスト])

『ピアノ奏者、ピアニスト』

a CD player 『ＣＤプレーヤー』

He is a good baseball player. 『彼は上手な野球選手です。』

= He plays baseball well. 『彼は上手に野球をします。』

または『彼は野球が上手です。』

※ 上の文は、下の文と同じ訳し方をすることもある。

I want to be [become] a (pro) tennis player.

『私は(プロの)テニス選手になりたい。』

※ pro [プろウ] は professional [プろふェショヌル] を

短縮した語。pro の発音に注意！
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※ bedroom [ベッドるーム] ｢寝室｣

※ スペリング (つづり)に注意！

発音注意

発音注意
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