
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  winter [ウィンタァ]

名 冬

☒  library [ライブれ[ら]りィ]

名 図書館、図書室
※ ｢蔵書、書斎｣ の意味もある。

☒ job [ヂョブ／ヂャブ]

名 仕事、職、勤め口

☒  mountain [マウンテン]

名 山【mountains で ｢山脈｣】
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job … 収入を生む仕事、アルバイトなどを指す。

work …『仕事』をあらわす一般的な語。収入の有無を問わず、

あらゆる仕事を指す。→【単語帳 No. 106 … work】

(You did a) Good job !

『よくできたね！ やったね！』

a part-time job

『パートタイムの仕事、アルバイト』

※ part-time ｢パートタイムの、非常勤の｣

⇔ full-time ｢フルタイムの、常勤の｣

a public library 『公立図書館』

→【単語帳 No. 1044…public】

It’s cold in winter. 『冬は寒い。』

Meg went to Canada last winter.

『メグは去年の冬にカナダへ行きました。』

We had much [a lot of] snow this winter.

= It snowed much [a lot] this winter.

『今年の冬はたくさん雪が降りました。』

※ this, next, last などが直前につくときには前置詞 in は必要ない。

I like winter (the) best because I can ski.

『(私は)スキーができるので、私は冬がいちばん好きです。』

in winter 『冬に』

this winter 『今年の冬に』

next winter 『来年の冬に』

last winter 『この前の[去年の]冬に』

during the winter vacation

『冬休みの間に』

winter sports 『ウインタースポーツ』

Be quiet in the library. 『図書館(の中)では静かに。』

I went to the library to read a book [books].

『私は本を読むためにその図書館へ行きました。』

There are three libraries in this town.

『この町には図書館が３つあります。』

Meg borrowed two books from the library.

『メグはその図書館から本を２冊借りました。』

→【単語帳 No. 647…borrow】

climb a mountain 『山に登る』

Mt. Fuji 『富士山』

Mt. Everest [エヴェれスト] 『エベレスト山』

☆ 山の名前は、直前に Mt. [マウント] をつける。

… Mt. は Mount [マウント] の略語なので、

ピリオドが必要になる。

→ Mr. / Ms. / Mrs. などと同様。

…【単語帳 No. 33 ~ 35】

It was a hard job. 『それはつらい仕事でした。』

She lost her job last month.
『彼女は先月(彼女の)仕事を失いました[失業しました]。』

He got a job as a cook.
『彼はコック(として)の仕事を手に入れました。』

Look at that mountain. 『あの山を見て。』

Let’s climb a mountain tomorrow.

『明日山に登りましょう。』

※ climb [クライム] →【単語帳 No. 655】

Mt. Fuji is the highest (mountain) in Japan.

『富士山は日本でいちばん高い (山)です。』

What is the highest mountain in the world ?

『世界でいちばん高い山は何ですか？』

→ Mt. Everest is. 『エベレスト山です。』

☆ spring ｢春｣ →【単語帳 No. 442】/ summer ｢夏｣ →【No. 324】/ fall (autumn) ｢秋｣ →【No. 326】

☆ 複数形は libraries [―ズ]

… y を i にかえて es をつける。

city, country, lady などと同様。

アクセント注意

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 〕

☒  foreign [ふォ(－)りン]

形 外国の、外国に関する（⇔ home, domestic）

派生語：foreigner [ふォーりナァ] ｢外国人｣

… 国籍で American などと言うほうがふつう。

☒  important [インポータント]

形 重要な、大切な

[比較変化] important - more ~ - most ~

☒ concert [カンサ～ト]

名 コンサート、音楽会

☒  problem [プらブレム]

名 問題、難問、悩み

☒  alone [アロウン]

副･形 ひとりで、ひとりだけの

☒  together [トゥゲざァ]

副 いっしょに、いっせいに
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English is a very important language.
『英語はとても重要な言語です。』

It’s important for us to be kind to others.
『私たちにとって他の人たちに親切にすることは重要です。』

Nothing is more important than time.
『時間より[ほど]大切なものはありません。』

live alone 『１人で住む』

leave ~ alone
『～を１人にしておく /かまわずにおく』

all together 『みんないっしょに』

get together 『集まる、～を集める』

a foreign country 『外国』

a foreign language 『外国語』

※ 副詞 と 形容詞 の判断については、学者によっても

いろいろな考え方があります。そのため、alone の

品詞は、どちらかと区別せずにあらわします。

a very important person 『重要人物、要人』

※ VIP または V.I.P. と略すこともある。

Tom’s father has a foreign car.
『トムのお父さんは外国車を持っています。』

I want to visit many foreign countries.
『私はたくさんの外国の国々を訪れたい。』

Emi collects foreign coins.
『エミは外国の硬貨を集めています。』

※ coin(s) [コイン(ズ)] ｢硬貨、コイン｣

I was alone in the room.『私はその部屋に１人きりでした。』

My uncle lives alone. 『私のおじは１人で住んでいます。』

Leave me alone. 『私を１人にしておいて。ほっといて。』

We had lunch together.

『私たちはいっしょに昼食を食べました。』

Let’s sing (all) together.

『(みんな)いっしょに歌いましょう。』

アクセント注意

アクセント注意

発音注意

We went to a rock concert yesterday.

『私たちは昨日ロックコンサートへに行きました。』

The singer will give a concert next week.

『その歌手は来週コンサートを開くでしょう。』

Can you solve this problem ?
『あなたはこの問題を解くことができますか？』

※ solve [サルヴ] ｢～を解く、解決する｣

What’s your problem ? 『あなたの悩みは何ですか？』

problem … 解決すべき問題、重大な意味を持つ問題。

question … 質問・疑問や試験の問題などのこと。→【No. 453】

発音注意

発音注意

a rock concert 『ロックコンサート』

give a concert 『コンサートを開く[催す]』

No problem. 『問題ありません。』

※ ｢どういたしまして。｣の意味にもなる。

a food problem 『食糧問題』

a traffic problem 『交通問題』

518

519
発音注意

☆ alone と together は、用法に違いがあるため厳密には反意語ではありませんが、一緒に覚えてしまいましょう。
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