
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  sunny [サニィ]

形 晴れた (= fine【単語帳 No. 362】)

日当たりの良い、日が照っている

☒  cloudy [クラウディ]

形 くもった、くもりの (⇔ sunny, fine)

関連語：cloud (雲、雲状のもの) →【No. 458】

☒  rainy [れイニィ]

形 雨の、雨降りの、雨の多い

関連語：rain (雨、雨が降る) →【No. 235】

☒  write [らイト]

動 (～を)書く、手紙を書く

同音語：right (右、正しい) →【No. 191】

活用 ： wrote [ろウト]

– written [りトゥン] – writing

３単現形：writes [らイツ]

☒  March [マーチ]

名 ３月【略語は Mar.】
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on a sunny day / on sunny days

『よく晴れた日に』

a sunny room 『日当たりの良い部屋』

write (a letter) to ~ 『～に手紙を書く』

write back (to ~) 『 (～に)返事を書く』

write down ~ 『～に書き留める』

on a rainy day / on rainy days『雨の日に』

the rainy season『梅雨、雨季』

It’s rainy today. 『今日は雨が降っています。』

= It’s raining today. ※ raining は rain 動詞 の ~ing 形

Tom comes to school by bus on rainy days.

『トムは雨の日にはバスで学校に来ます。』

The rainy season is over . 『梅雨[雨季]が終わりました。』

It’s sunny today. 『今日は晴れています。』

※ ｢天気がよい状態｣ を表す語には、sunny のほかにも

fine, clear [クリア] ｢空が澄んで、晴れわたっている｣、

fair [ふェア] ｢雨が降っていない、おだやかな｣などが

あるが、sunny を使うのが一般的である。

It was sunny yesterday. 『昨日(の天気)は晴れでした。』

It has been sunny since last week. ≪現在完了形≫

『先週から天気が(ずっと)良い。』

I often go to the park on sunny days.
『私は晴れた日にはよくその公園に行きます。』

a cloudy sky 『くもり空』

How is the weather ? 『天気はどうですか？』

→ It’s cloudy today. 『今日は曇っています。』

It will be cloudy tomorrow.
『明日(の天気)はくもりでしょう。』

It has been cloudy for three days. ≪現在完了形≫

『３日間 (ずっと)くもっています。』

Write your name here.『あなたの名前をここに書きなさい。』

This letter is written in English.
『この手紙は英語で書かれている。』

Write with your pen. 『あなたのペンで書いてください。』

Tom wrote (a letter) to me last week.
『トムは先週私に手紙を書きました。』

= I heard from Tom last week.
『私は先週トムから連絡をもらいました。』

※ write (a letter) to ~
(⇔ hear from ~「～から返事[連絡]がある」)

Ken was born in March. 『ケンは３月に生まれました。』

She was born on March 9. 『彼女は３月９日に生まれました。』

※ 9 は [ナインす] と読む。

I will go to Australia next March.

『私は来年の[今度の]３月にオーストラリアへ行くつもりです。』

March is the third month of the year.
『３月は年の３番目の月です。』
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『～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

など)の読み方をする。

☆ 卵料理の目玉焼き(片面焼き)のことを

sunny-side up という。
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  night [ナイト] (⇔ day)

名 夜、夜間

【日没から翌日の日の出まで】

同音語：knight (騎士、ナイト)

☒  lake [レイク]

名 湖

☒  tree [トゥりー]

名 木、樹木

樹形図

☒  map [マぁプ] ※ 複数形は maps [マぁプス] … p が無声音なので、語尾の s は [ス] と発音する。

名 地図

☒  baby [ベイビィ] ※ 複数形は babies … y を i に変えて es をつける。(country, city, lady なども同様)

名 赤ちゃん、赤ん坊、かわいい子
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Lake Biwa 『琵琶湖』

※ 湖の名前にはふつう the をつけない。

Good night, Tom. 『おやすみなさい、トム。』

Don’t go out (late) at night. 『夜(遅く)に外出するな。』

→【単語帳 No. 197 … late】

Ken studied math hard last night.

『ケンは昨夜熱心に数学を勉強しました。』

I saw [met] Meg on Monday night.

『私は月曜日の夜にメグに会いました。』

He talked with Emi on the night of May 5.

『彼は５月５日の夜にエミと話しました。』

※ 曜日の前、特定の日の前には on を使う。5 は [ふィふす] と読む。

The store is open all night. 『その店は一晩じゅう開いています。』

→【単語帳 No. 258 … open】

Let’s go fishing in the lake. 『湖へ魚釣りに行きましょう。』

※ 日本語は｢湖へ｣だが、前置詞が to ではなく in であることに注意！

(湖へ行くという動作にではなく、湖の中で釣りをするという動作に

主題があるためとされる。）

釣りをするのは｢湖へ｣ではなく｢湖の中で｣と考えるとわかりやすい。

Lake Biwa is the biggest (lake) in Japan.

『琵琶湖は日本でいちばん大きい (湖)です。』

There is a big tree in the park.

『その公園には大きな木があります。』

This tree is about fifty years old.

『この木はおよそ樹齢５０年です。』

a map of the world, a world map 『世界地図』

a road map 『道路地図』/ a weather map 『天気図』

Look at that map. 『あの地図を見て。』

I bought a world map yesterday.

『私は昨日世界地図を買いました。』

Christmas tree 『クリスマスツリー』

→【単語帳 No. 934 … Christmas】

a family tree 『家系図』

Good night. 『おやすみなさい。』

at night 『夜に』

every night 『毎晩』

※ every の後ろには単数形を使う。

last night 『昨夜』

※ ｢今夜｣は tonight と言う。

this ~ とは言わないので注意！

tomorrow night 『明日の夜』

all night (long) 『一晩じゅう』

Where is my baby ? 『私の赤ちゃんはどこ？』

What a pretty baby ! ≪感嘆文≫

『なんてかわいい赤ちゃんなのでしょう！』

→【単語帳 No. 51…what】

a baby boy [girl] 『男[女]の赤ちゃん』

※ 性別がわからないときは、代名詞に it を

使うこともあるが、丁寧な表現ではない。

※ ｢池｣は pond [パンド] という。

☆ ｢(木の)枝｣は branch [ブらぁンチ]、｢(木の)根｣は root [るート]

※ ｢木材、材木｣は wood [ウッド] という。
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