
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  ball [ボール]

名 ボール、球、玉

☒  six [スィックス]

名 ６

形 ６の

☒ egg [エッグ]

名 たまご【一般的にはニワトリの卵を指す】

☒ tea [ティー]

名 茶、紅茶

【a をつけず、複数形にもしない】

☒ bird [バ～ド]

名 鳥、小鳥

２６ページ
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※ 英米では愛鳥精神が強く、

鳥 (bird) を使った表現や

ことわざがたくさんある。
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throw a ball 『ボールを投げる』

→【単語帳 No. 618… throw】

catch a ball 『ボールを捕る』

→【単語帳 No. 567… catch】

bird watching

『バードウォッチング』

It’s six thirty. 『６時３０分です。』

I’ll come home at six this evening. 『私は今晩６時に帰宅するつもりです。』

That is not my ball . 『あれは私のボールではありません。』

Is this your ball ? → No, it’s not. It’s Ken’s (ball).

『これはあなたのボールですか？』

『いいえ、ちがいます。それはケンの(ボール)です。』

Whose balls are these ? → They are Tom’s (balls).

『これらはだれのボールですか？』『それらはトムの(ボール)です。』

Emi threw a tennis ball . 『エミはテニスのボールを投げました。』

My sister has [keeps] a bird. 『私の妹は鳥を１羽飼っています。』

A bird is singing. 『(１羽の)鳥がさえずっています。』

I want to have [keep] some birds as a pet.

『私はペットとして鳥を何羽か飼いたい。』

What do you call this bird in English ?

= How do you say this bird in English ?

『この鳥を英語で何と言いますか？』【英語名を聞く表現】

I have to buy some eggs today.

『私は今日たまごをいくつか買わなければならない。』

There are a lot of eggs in the kitchen.

『台所にはたくさんのたまごがあります。』

Emi needed three eggs to cook dinner.

『エミは夕食を作るためにたまごが３つ必要でした。』

How do [would] you like your egg ? → Fried, please.

『たまごはどう調理しますか？』『目玉焼きにしてください。』

I had a cup of tea. 『私は紅茶を１杯飲みました。』

How about [Would you like] some tea ?

『(いくらかの)紅茶をいかがですか？』

※ 相手に肯定の返事を期待するときには、疑問文でも some を使う。

→【単語帳 No. 108… some】【No. 109…any】

I like tea better than coffee.

『私はコーヒーより紅茶が好きです。』

Would you like [How about] another cup of tea ?

『紅茶をもう１杯いかがですか？』

※ おかわりは another ~ ｢もう１つ[１杯]の～｣を使う。

a cup of tea 『カップ１杯の紅茶』

two cups of tea 『カップ２杯の紅茶』

※ レストランなどで注文するときは特別に

Two teas, please. と言うこともある。

iced [アイスト] tea 『アイスティー』

※ tea はふつう｢紅茶｣を指す。

｢(日本の)緑茶、お茶｣は green tea

fried [フらイド] egg 『目玉焼き』

boiled [ボイルド] egg 『ゆで卵』

scrambled [スクらぁンブルド] egg

『いり卵、スクランブルエッグ』

My sister is six (years old). 『私の妹は６歳です。』

Emi has six cats. 『エミはネコを６匹飼っています。』
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※ sixth [スィックスす] ｢６番目(の)、第６日｣

発音注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル英単語帳 〕

☒  cap [キぁップ]

名 帽子【ふちがない、またはひさしつき】

(ビンの)ふた、(ペンの)キャップ

☒  hat [ハぁット]

名 帽子【ふちのある帽子】

☒  seven [セヴン]

名 ７

形 ７の

☒  camera [キぁメら]

名 カメラ、写真機

☒ rice [らイス]

名 米、ご飯、稲

【a をつけず、複数形にもしない】

２７ページ
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Meg’s brother is seven (years old). 『メグの弟は７歳です。』

A week has seven days. 『１週間は７日です。』

= There are seven days in a week.

wear a cap [hat] 『帽子をかぶっている、身に着けている』

→【単語帳 No. 576…wear】

put on [take off ] a cap [hat] 『帽子をかぶる[とる、脱ぐ]』

→【単語帳 No. 610…put】、take →【No. 140… take】

☆ 日本語では ｢カメラ｣ というが、

英語では[キぁメラ]と発音する。

※ 国名の ｢カナダ｣ も同様に

[キぁナダ] と発音する。

→【単語帳 No. 322】

That isn’t Meg’s hat. 『あれはメグの帽子ではありません。』

Emi wants a new hat. 『エミは新しい帽子をほしがっています。』

Where did you buy the hat ? 『あなたはどこでその帽子を買いましたか？』

My mother always wears a hat. 『私の母はいつも帽子をかぶっています。』

Take off your hat. 『あなたの帽子をとりなさい。』

This is my cap. 『これは私の帽子です。』

I want a new cap. 『私は新しい帽子がほしい。』

Whose cap is that ? → It’s Ken’s (cap).

『あれはだれの帽子ですか？』『それはケンの(帽子)です。』

Please put on your cap. 『あなたの帽子をかぶってください。』

I get up at seven every morning. 『私は毎朝７時に起きます。』

The book is seven hundred yen. 『その本は７００円です。』

eat [have] rice 『ご飯を食べる』

cook rice 『ご飯を炊く』

rice cake 『もち』

→【単語帳 No. 95… cake】

cap … 野球帽や水泳帽のような形状のもの。

a baseball cap ｢野球帽｣

hat … 麦わら帽子やシルクハットのような

形状のもの。

I want a new camera. 『私は新しいカメラがほしい。』

Whose camera is this ? 『これはだれのカメラですか？』

→ It’s Ken’s (camera). 『あれはケンの(カメラ)です。』

I boutht a camera yesterday.

『私は昨日 (１台の)カメラを買いました。』

I took a lot of [many] pictures with this camera.

『私はこのカメラでたくさんの写真を撮りました。』

I eat [have] rice every day. 『私は毎日ご飯を食べます。』

We had [ate] rice this morning.

『私たちは今朝ご飯を食べました。』

Tom likes curry and rice. 『トムはカレーライスが好きです。』

Which do you like better, rice or bread ?

『あなたはご飯とパンとではどちらが好きですか？』

→ I like rice better. 『私はご飯のほうが好きです。』
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発音注意

※ seventh [セヴンす]

｢７番目の、第７日｣
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