
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ wrong [ろ(ー)ング]

形 悪い、間違った (⇔ right)

具合の悪い、調子が悪い

☒  cut [カット]

動 ～を切る、～を刈る

切れる

活用 ： cut [カット]

– cut – cutting

３単現形：cuts [カッツ]

☒ same [セイム]

形 ≪the をつけて≫ 同じ、同一の (⇔ different)

代 ≪the をつけて≫ 同じもの[こと]

☒ different [ディふァれント]

形 違った、異なる (⇔ same)

いろいろな

派生語：difference (違い) →【単語帳 No. 1125】
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in the same class 『同じクラスに[で]』

at the same time 『同時に』

the same (~) as …『…と同じ(～)』

the same as …『…と同じもの』

(The) Same to you !

『同様に！ あなたもね！』

※ Merry Christmas ! や Happy

New Year ! などの返答として。

be different from ~
『～と違っている、異なっている』

You have the wrong number. 【電話で】

『番号が違っています。/ 間違い電話です。』

What’s wrong (with you) ? 『どうしたの？』

= What’s the matter (with you) ? もほぼ同意。

※ What’s up ? は｢どうしたの？ / 元気ですか？｣と

訳し、あいさつのように使われる表現。

→【単語帳 No. 51…what】

wrong … ｢不正な、間違っている｣ の意味。

bad … ｢悪い｣ ということを表す一般的な語。

→【単語帳 No. 233】

Your answer is wrong.
『あなたの答えは間違っています。』

I took the wrong train.
『私はちがう電車に乗りました。』

There is something wrong with this car.

= Something is wrong with this car.

『この車はどこか[←何か]調子が悪い。』

Tom and I are in the same class.
『トムと私は同じクラスです。』

They came home at the same time.
『彼らは同時に帰宅しました。』

I go to the same school as Meg.
『私はメグと同じ学校に通っています。』

My idea is different from yours (= your idea).

『私の考えはあなたの(考え)とは違っています。』

→【単語帳 No. 526… idea】

Emi bought three different kinds of juice.

『エミは３つの異なる種類のジュースを買いました。』

→【単語帳 No. 411…kind】、【No. 300…juice】

Your hat is nice. I want to buy the same.

『あなたの帽子はすてきです。私は同じ物を買いたいです。』

This pen is the same as Ken’s.

『このペンはケンの(ペン)と同じです。』

発音注意

He cut his finger with a knife. 『彼はナイフで指を切ってしまった。』

※ ３単現の s がついていないので、この cut は過去形。

Cut this apple in two [half]. 『このりんごを半分に切りなさい。』

※ cut ~ in [into] two parts [pieces] も ｢～を半分に切る｣ の意味。

→【単語帳 No. 679…part】

This knife cuts well. 『このナイフはよく切れる。』

I cut down that tree yesterday. 『私は昨日あの木を切り倒した。』

cut … ナイフ、包丁、はさみなどで切る。

break … 刃物を使わないで強い力で切る、割る、壊す。→【No. 589】

cut down ~

『～を切り倒す』

活用

注意

~ing
注意

same ⇔ different

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 〕

☒  delicious [デリシャス]

形 おいしい、うまい、香りのよい

☒  necessary [ネセセりィ]

形 必要な (⇔ unnecessary [アン―] ｢不必要な｣ )

[比較変化] necessary - more ~ - most ~

☒  art [アート]

名 美術、芸術

※ 学校の教科としての｢美術｣は the fine arts

☒  yard [ヤード]

名 庭

ヤード【長さの単位、１ヤードは約 91.4cm】

☒  safe [セイふ]

形 安全な、無事な (⇔ dangerous)

[比較変化] safe - safer - safest

☒  dangerous [デインヂャラス]

形 危険な、危ない (⇔ safe)

[比較変化] dangerous - more ~ - most ~

関連語：danger [デインヂャ] ｢危険｣
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Tom is in the school yard. 『トムは校庭にいます。』

The children were playing in the yard.

『その子供たちは庭で遊んでいました。』

a school yard 『校庭』

a front [back] yard 『前庭[裏庭]』

yard … 家の周囲の空き地。芝生が植えてあったり、舗装されていたり

することが多い。アメリカでは garden の意味でも使われる。

garden … ふつう観賞用の草花や木が植えてある庭。→【単語帳 No. 480】

Those girls are studying art .
『あの女の子たちは美術を勉強しています。』

I am in the art club. 『私は美術部に入っています。』

Ken will go to the art museum tomorrow.
『ケンは明日その美術館へ行くつもりです。』

Art is long, life is short.
(→『芸術は長く、人生は短い。』)

→『年老いやすく、学成り難し。』【ことわざ】

an art club 『美術部』

an art museum 『美術館』

※ museum [ミュズィーアム]｢博物館、美術館｣

→【単語帳 No. 965】

I had [ate] a delicious apple.

『私は(１つの)おいしいりんごを食べました。』

It looks delicious.『それはおいしそうに見えます。』

※ good にも ｢おいしい｣ の意味がある。→【No. 137】

アクセント注意

a delicious dinner『おいしい夕食』
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if necessary 『もし必要ならば』

→【単語帳 No. 602 … if 】

Sleep is necessary for our health.

『睡眠は私たちの健康にとって必要です。』

It’s necessary for us to study English.

『私たちにとって英語を勉強することは必要です。』

※ It … for (人) to ~ ｢(人)にとって～するのは…｣

→ かんたん英文法【It … for (人) to ~】

アクセント注意

She was safe. 『彼女は無事でした。』

Keep your money in a safe place.

『あなたのお金を安全な場所にしまっておきなさい。』

☆ safe には｢金庫｣の意味の名詞の意味もある。

That bridge is very dangerous.

『あの橋はとても危険です。』

→【単語帳 No. 914…bridge】

It’s dangerous for us to swim in this river.

『私たちにとってこの川で泳ぐのは危険です。』

※ It … for (人) to ~ ｢(人)にとって～するのは…｣

in a safe place 『安全な場所で[に]』

a dangerous place for children

『子供にとって危険な場所』

safe ⇔ dangerous

発音注意

発音注意
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