
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  city [スィティ] ※ 複数形は cities (… y を i にかえて es をつける。country, lady なども同様)

名 市、都市

☒  tomorrow [トゥモろウ]

名 あした、あす

【a をつけず、複数形にもしない】

副 あした(は)、あす(は)

☒  dinner [ディナァ]

名 夕食、ディナー、(１日の主な)食事

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  feel [ふィール]

動 (～を)感じる

～をさわる (= touch【No. 887】)

活用 ： felt [ふェルト]

– felt – feeling

３単現形：feels [ふィールズ]

派生語：feeling (感情、感じ、感触)

→【単語帳 No. 1049】
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New York city
(= the city of New York )

『ニューヨーク市』

sister cities 『姉妹都市』

city hall 『市役所、市庁舎』

(= City Hall とも書く)

tomorrow morning 『あしたの朝(に)』

tomorrow afternoon 『あしたの午後(に)』

tomorrow evening 『あしたの夕方[晩](に)』

tomorrow night 『あしたの夜(に)』

the day after tomorrow 『あさって』

※ 以上はすべて in, on などの前置詞が必要ない。

See you tomorrow. 『(また)明日会いましょう。』

It may rain tomorrow.
『明日は雨が降るかもしれません。』

I live in Chiba city. 『私は千葉市に住んでいます。』

Osaka is a big city. 『大阪は大都市です。』

I want to live in a city. 『私は都会に住みたい。』

※ live in a city ｢都会に住む｣ (⇔ live in the country ｢田舎に住む｣ )

Kyoto is one of the oldest cities in Japan.

『京都は日本で最も古い都市のひとつです。』

Tokyo is one of the biggest cities in the world.

『東京は世界でもっとも大きい都市のひとつです。』

→ かんたん英文法【比較級】も参照のこと。

Tomorrow is Saturday. 『あしたは土曜日です。』

Come and [to] see me tomorrow morning.
『明日の朝私に会いに来て。』

Please call me tomorrow night.
『明日の夜私に電話してください。』

Meg will come to Japan the day after tomorrow.
『メグはあさって日本に来るでしょう。』

We had [ate] dinner at seven.

『私たちは７時に夕食を食べました。』

Emi is cooking dinner in the kitchen now.

『エミは今台所で夕食を作っています。』

Dinner is ready. 『夕食の用意ができました。』

→【単語帳 No. 464 … ready】

Do your homework before dinner.

『夕食の前にあなたの宿題をしなさい。』

cook [make] dinner 『夕食を作る』

an early [a late] dinner 『早い[遅い]夕食』

※ 直前に形容詞がつくときには冠詞がつく。

I feel happy [good]. 『私は幸せな[良い]気分です。』

I feel sick. 『私は気分が悪いです[吐き気がします]。』

How do you feel today ? 『今日は具合はどうですか？』

I feel (much) better today. 『今日は (ずっと)気分が良いです。』

※ better は good の比較級形 →【単語帳 No. 488 … better】

※ much は比較級を強める語。very は比較級の前には使えない。

→【単語帳 No. 39 … much】、【No. 38 … very】

I felt a pain in my leg. 『私は(私の)脚に痛みを感じました。』

※ town より人口や規模などが

大きい都市に使う。→【No. 369】

アクセント注意

※ dinner は１日のうちの中心となる食事を指す。

早い時間に dinner を食べた場合は、その後の

食事を supper [サパァ] ｢夕食｣と言う。→【No. 1034】
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  dad [ダぁッド] (⇔ mom)

名 お父さん、父ちゃん、パパ
【呼びかけるときなどに使う】

☒  mom [マム] (⇔ dad)

名 お母さん、母ちゃん、ママ
【呼びかけるときなどに使う】

☒  parent [ペ(ア)れント]

名 親 (⇔ child)
【文脈により、父か母のどちらかを指す】

☒  ski [スキー]

動 スキーをする

名 スキーの板

活用 ： skied [スキード]

– skied – skiing

３単現形：skis [スキーズ]

☒  fly [ふライ]

動 飛ぶ、飛行機で行く

比較 fry [ふらイ] ｢油で揚げる｣

名 ハエ

活用 ： flew [ふルー]

– flown [ふロウン] – flying

３単現形：flies [ふライズ]

☒  thing [すィング]

名 物、こと

身の回り品、持ち物

≪things で≫ 事態、状況
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☆ parents [ペ(ア)れンツ]

… 複数形の s がつくと｢両親｣の意味になる。

daddy [ダぁディ] ｢お父ちゃん、パパ｣, mommy [マぁミィ] ｢お母ちゃん、ママ｣

… daddy, mommy は甘えた言い方。ふつう幼児が使う。

比較 →【単語帳 No. 166 … father】、【No. 167 … mother】

Good morning, Dad [Mom]. 『おはよう、パパ[ママ]。』

Dad [Mom], I’m home. 『パパ[ママ]、ただいま。』

※ dad , mom は口語で、子供が父親、母親に呼びかけるときによく使う。

ふつうは固有名詞のように大文字で始め、冠詞をつけない。

Emi lives with her parents.

『エミは(彼女の)両親と住んでいます。』

Where are your parents now ?

『あなたのご両親は今どこにいますか？』

Can you ski well ? 『あなたは上手にスキーができますか？』

I went skiing in Hokkaido. 『私は北海道にスキーに行きました。』

※ 前置詞が to ではないことに注意！ ｢北海道へスキーをする｣のではない。

= I went to Hokkaido to ski . ※ to ski は不定詞の副詞用法。

『私はスキーをするために北海道に行きました。』

a pair of skis 『１組のスキー』

~ing
注意

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

☆ スポーツとしての｢スキー、スキーをすること｣は skiing 名詞 とあらわす。

Most birds can fly. 『ほとんどの鳥は飛ぶことができる。』

This plane is flying over the clouds now.
『この飛行機は今雲の上を飛んでいます。』

Time flies. 『光陰矢のごとし。』【ことわざ】

We will fly to China next week. ※ fly to ~「～へ飛行機で行く」

『私たちは来週中国へ飛行機で行きます。』

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

I have a lot of things to do today. ※ to do は不定詞の形容詞用法。

『私には今日すべきことがたくさんあります。』

Don’t say such a thing. 『そんなことを言わないで。』

A strange thing happened. 『奇妙なことが起こりました。』

Things are getting better. 『状況は より良くなっています。』

※ get well ｢(病気･具合などが)良くなる｣、better は well の比較級。

an important thing『大切なこと』

sweet [スウィート] things
『甘いもの』

school things 『学用品』
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go skiing 『スキーに行く』 ※ ~ing 形に注意！

発音注意
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