
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  accident [あクスィデント]

名 事故、思いがけない出来事

☒  bathroom [バぁするーム]

名 浴室、トイレ

☒  travel [トゥらぁヴェル]

動 旅行する、(光･音などが)伝わる、進む

名 (比較的長い)旅行、旅

活用 ： traveled [トゥらぁヴェルド]

– traveled – traveling

３単現形：travels [トゥらぁヴェルズ]

派生語：traveler [トゥらぁヴェラァ] ｢旅行者｣

☒  view [ヴュー]

名 眺め、風景、景色、視界

見方、意見

☒  ring [りング]

名 指輪、輪、鳴る音

動 (ベルなどが)鳴る、～を鳴らす

活用 ： rang [らぁング]

– rung [らング] – ringing

３単現形：rings [りングズ]
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sit in a ring 『輪になって座る』

I like traveling [to travel]. 『私は旅行が好きです。』

My father traveled around the world.

『私の父は世界一周旅行をしました。』

Light travels faster than sound.
『光は音より速く進む。』

※ trip との違い、その他の旅行に関する語 →【単語帳 No. 747】

☆ 名詞 の用法の例文は省略します。

space travel 『宇宙旅行』/ travels in Europe 『ヨーロッパ旅行』/ Gulliver’s travels 『ガリバー旅行記』

The view from the hill was beautiful.
『その丘からの眺めは美しかった。』

What a wonderful view ! 『なんてすばらしい景色なんでしょう！』

in my view 『私の見方[意見]では』/ a point of view 『観点、見地』

※ point [ポイント] ｢点、小数点、得点、先端、指を指す、向ける｣

I gave a ring to Emi. 『私はエミに指輪をあげました。』

= I gave Emi a ring. ※ 上の英文は第３文型、下は第４文型。

☆ ring finger ｢薬指｣ →【単語帳 No. 439… finger】

We sat in a ring. 『私たちは輪になって座りました。』

The phone is ringing. 『電話が鳴っています。』

The phone rang when we were having [eating] lunch.

『私たちが昼食を食べていたときに電話が鳴りました。』

761

764

762

763

765

※ 家庭のトイレのことは bathroom であらわすことが

多い。英米の bathroom にはシャワーつきの浴そう、

洗面台、トイレがあるのがふつう。

have an accident 『事故にあう』

by accident 『偶然に、たまたま』

(= by chance【単語帳 No. 530】)

The man was killed in a traffic accident.

『その男性は交通事故で亡くなりました。』

※ 受け身(受動態)の文。本来は｢殺された｣の意味だが、

｢死んだ、亡くなった｣と訳すほうが自然。

We met your father by accident.

『私たちは偶然あなたのお父さんに会いました。』

rest room [れスト るーム]

｢(駅、ホテル、デパートなどの)化粧室、トイレ｣

toilet [トイレット] ｢トイレ、便器｣

May I use the bathroom ?
『トイレを使っても[借りても]いいですか？』

※ borrow は使わない。→【単語帳 No. 647】

= Where is the bathroom ? 『トイレはどこですか？』

= Where can I wash my hands ?
(→『どこで私は手を洗うことができますか？』)

→『トイレ[お手洗い]はどこですか？』

(１番下の英文は遠まわしな表現)

→【単語帳 No. 270…wash】【No. 331…hand】
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  grow [グろウ]

動 成長する、～を栽培する (= raise)

～になる (= become ~ , get ~ )
【この用法では直後に形容詞を使う】

活用 ： grew [グるー]

– grown [グろウン] – growing

３単現形：grows [グろウズ]

☒  enter [エンタァ]

動 (～に)入る (= go into ~ )

入学する

活用 ： entered [エンタァド]

– entered – entering

３単現形：enters [エンタァズ]

派生語：entrance [エントゥらンス] ｢入り口、入学｣

☒  pain [ペイン]

名 痛み、苦しみ

≪複数形で≫ 苦労、骨折り

☒  medicine [メデ(ィ)スン]

名 薬、内服薬

医学

☒  save [セイヴ]

動 ～を救う、～を蓄える

(時間･お金など)を節約する

活用 ： saved [セイヴド]

– saved – saving

３単現形：saves [セイヴズ]
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I grew three inches taller this year.
『私は今年３インチ背が伸びました。』

※ inch(es) [インチ(ィズ)] ｢インチ｣【長さの単位】

…１インチは約 2.54 センチメートル。in. と略す。

Ken grew up in Tokyo. 『ケンは東京で育ちました。』

What do you want to be when you grow up ?
『あなたは大人になったら何になりたいですか？』

Meg grows [raises] roses in her garden.
『メグは(彼女の)庭でバラを育てています。』

He is growing tall. 『彼は背が伸びてきています。』

grow up 『成長する、大人になる』

grow [become/get] dark 『暗くなる』

take medicine 『薬を飲む』

※ この意味では冠詞の a を

つけないのがふつう。

I have a pain in my stomach. 『私は胃[おなか]が痛い。』

= I have a stomachache. →【単語帳 No. 916… stomachache】

pain … 鋭い痛み、精神的な痛みも含む。

ache [エイク] … 継続的で、鈍い痛み。 →【単語帳 No. 1100】

Take this medicine every day. 『この薬を毎日飲みなさい。』

A good medicine tastes bitter. 『良薬は口に苦し。』【ことわざ】

※ taste ｢～の味がする｣ →【単語帳 No. 910】、bitter [ビタァ] ｢苦い｣

≪そのほかの薬に関する語≫ … a capsule [キぁプスル]『(くすりの)カプセル』

a tablet [タぁブレット]『錠剤(じょうざい)』/ a pill [ピル]『丸薬(がんやく)』

Don’t enter [go into] the room. 『その部屋に入らないで。』

Please knock on the door before you enter [go into] my room.

『私の部屋に入る前にドアをノックしてください。』

※ knock [ナック] ｢ノックする｣ →【単語帳 No. 800】

When did he enter the school ?
『彼はいつその学校に入学したのですか？』

※ ｢～を卒業する｣の意味では、finish ~ または

graduate [グらぁヂュエイト] from ~ を使う。

The doctor saved her life. 『その医者は彼女の命を救いました。』

The fire fighter saved Tom from the fire.

『その消防士はトムを火事から救出しました。』

※ fire fighter (１語で firefighter とも書く) →【単語帳 No. 941】

We are saving money for the trip.

『私たちはその旅行のためにお金を貯めて[貯金して]います。』

save … 命にかかわる危険から救出する。

help … 人を手伝って助ける。手助けをする。→【単語帳 No. 144】

save ~ from … 『～を…から救う』

save water 『節水する』

save time 『時間を節約する』
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