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cit·y 中 A1 嘘síti スィティ唄

名 姶◯複 cities 嘘sítiz スィティズ唄逢

●訓市唖都会唖町阿委the city で威全市民亜喧

town
●city life 都会生活

●New York City ＝ the City of New
York ニューヨーク市

●show him around the city 彼を連れて

町を案内する

●Kobe is a sister city to Seattle. 神戸は

シアトルの姉妹姶しまい逢都市です亜

●The whole city was alarmed by the
big earthquake. 全市民がその大地震姶じしん逢

で不安に襲姶おそ逢われた亜

●群委the City で威シティー亜圏ロンドン市

姶Greater London逢の中心部を占姶し逢める旧ロ

ンドン市部で唖英国の金融姶きんゆう逢哀商業の中心阿

正式には the City of London という亜

cíty háll 名 臼米渦市 役 所唖市 庁 姶臼英渦

town hall逢亜
civ·il 嘘sívl スィヴる唄形 ●訓公民の唖市民の亜●群

姶軍 事 用 で な い逢民 間 用 の唖平 和 的 な

姶peaceful逢亜●軍国内の亜

ci·vil·ian 嘘sivíljən スィヴィりャン唄 形 一

般姶いっぱん逢市民の唖民間の唖文民の阿姶軍事用

でない逢民間用の唖平和的な 姶civil逢亜
cívil sérvice 名 姶the をつけて逢姶司法哀

立法哀軍事を除く国家の逢行政事務阿臼集合的

に渦国家公務員亜

Cívil Wár 固名 姶アメリカの逢南北戦争

姶1861茨65逢亜

civ·i·li·za·tion 嘘sivəlizéiʃən スィヴィりゼ

イション唄名 文明亜類似語 civilization は

主に物質的な面から唖culture 姶文化逢は精

神的な面から見ていう亜

civ·i·lized 嘘sívəlaizd スィヴィらイズド唄形 文

明化した唖開化した亜

claim A2 嘘kléim クれイム唄動 姶本当だと逢言

い張る阿自分の物旭権利葦だと言う唖姶権利と

して逢要求する亜圏日本語では 易クレーム椅を

易苦情椅の意味で使うが唖その意味の英語は

complaint阿易クレームをつける姶苦情を言う逢椅

は make a complaint亜
●Jane claims that she is right. ジェーン

は自分が正しいと主張している亜

●He claimed to be a Scot but had a
strong Liverpool accent. 彼はスコット

ランド人だと主張したが言葉には強いリバプー

ルなまりがあった亜

●Volunteer workers can claim travel-
ing expenses. ボランティアの人たちは旅費

を請求姶せいきゅう逢できる亜

因姻 名 ●訓要求唖主張亜
●He made a claim for the land. その土

地は自分のものだと彼は主張した亜

●群権利唖資格亜
●He has no claim to the land. 彼にはそ

の土地に対する権利はない亜

clam 嘘klǽm クらム唄名 臼貝渦ハマグリ亜

clap 嘘klǽp クらプ唄動 姶三単現 claps 嘘klǽps
クらプス唄阿過去哀過分 clapped 嘘klǽpt クらプト唄阿

現分 clapping 嘘klǽpiŋ クらピンぐ唄逢姶手を逢た

たく唖拍手姶はくしゅ逢する阿姶親しみを込姶こ逢めて逢

ぽんとたたく亜
●clap him on the back 彼の背中をぽんと

たたく

clar·i·net 嘘klærənét クらリネト唄名 クラリ

ネット亜圏木管楽器亜

clash 嘘klǽʃ クらシュ唄名 ●訓 姶金属がぶつか

り合う逢ガチャンという音亜●群姶意見などの逢

衝突姶しょうとつ逢亜

因姻 動 ●訓衝突する阿ガチャンとぶつかる旭音

を立てる葦阿姶日取りなどが逢かち合う亜●群

姶色哀型などが逢調和しない亜

class 中 A1

嘘klǽs クらス俺klάːs クらース唄

名 ●訓クラス唖学級唖組

●群クラスの生徒姶みんな逢

●軍授業

●郡委しばしば class姶es逢で威姶社会の逢階

級

●卦等級

因姻 名 姶◯複 classes 嘘klǽsiz クらセズ唄逢

●訓クラス唖学級唖組亜
●a class committee 学級委員会

●He is the tallest boy in our class. 彼は

クラスで一番背の高い少年です亜

●I am in the third year class. 私は3年の

クラスにいます旭3年生です葦亜

●I’m in class 2A 姶読み方娃嘘トゥーエイ唄逢. 私

は2A のクラスです亜

●There are fifteen classes in all in our
school. 私たちの学校は全部で15学級あり

ます亜

cc
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●群クラスの生徒姶みんな逢亜
●Our class enjoyed a picnic yester-
day. 昨日私たちのクラスの生徒はピクニック

を楽しんだ亜

●The whole class laughed. クラスのみん

なが笑った亜

●Half the class are absent with colds.
クラスの半数が風邪姶かぜ逢で休んでいます亜

●Good morning, class. 皆姶みな逢さん唖おは

よう亜

●軍授業亜
●before class 始業前に

●Miss Green’s music class グリーン先生

の音楽の授業

●We have five classes on Friday. 私た

ちは金曜日は5時間授業です亜

●How many English classes do you
have 姶in逢a week? 君たちは週に何時間英

語の授業がありますか亜

●They are in class. 彼らは授業中です亜

●郡委しばしば class姶es逢で威姶社会の逢階級唖

階層亜
●the working class姶es逢勤労者階級

●the upper 旭middle, lower葦class姶es逢
上流旭中流唖下層葦階級

●卦等級唖ランク唖部類亜
●He usually flies first class. 彼は飛行機

に乗る時はふつうファーストクラスです亜

clas·sic A2 嘘klǽsik クらスィク唄名 ●訓 古典唖

名作亜●群 姶スポーツの伝統的逢大行事唖大試

合亜

clas·si·cal 嘘klǽsikəl クらスィカる唄形 姶文

学哀芸術など逢古典主義の阿古典的な亜
●classicalmusic クラシック音楽

class·mate 中 A1 嘘klǽsmeit クらスメイ

ト俺klάːsmeit クらースメイト唄名 クラスメート唖

級友唖同級生亜

class·room 中 A1 嘘klǽsruːm クらスルー

ム俺klάːsruːm クらースルーム唄名 教室亜
●a music classroom 音楽教室

●There is no one in the classroom. 教

室には誰姶だれ逢もいない亜

clause 嘘klːz クろーズ唄名 臼文法渦節亜喧

phrase 姶句逢唖sentence 姶文逢

まちがえやすい文法

易節椅というのは文の一部を成す語の

集まりで唖その中に主語と述語を持っ

ているもの阿次の文例の下線部娃

I know that you know it亜
姶主語逢姶述語逢

姶私は君がそれを知っていることを

知っている亜逢

claw 嘘klː クろー唄名 ●訓姶獣姶けもの逢哀ワシなど

の逢爪姶つめ逢亜●群姶カニ哀エビなどの逢はさみ亜

clay 嘘kléi クれイ唄名 粘土姶ねんど逢亜

clean 中 A1 嘘klíːn クりーン唄

形 ●訓きれいな唖清潔な

●群見事な

動 きれいにする唖掃除姶そうじ逢する

因姻 形 姶比較級 cleaner 嘘klíːnər クりーナ唄阿

最上級 cleanest 嘘klíːnist クりーネスト唄逢

●訓きれいな唖清潔な亜

反対語 dirty 姶汚姶きたな逢い逢亜

a clean towel きれいなタオル 圏

clean＋名詞亜

●clean dishes きれいなお皿

This towel is clean. このタオルは

きれいだ亜圏be 動詞＋clean亜
●Cats are clean animals. ネコは清潔な旭き

れい好きな葦動物だ亜

●He always keeps his room clean. 彼

はいつも部屋を清潔にしている亜圏keep A B
姶形容詞逢は 易A を B 姶の状態逢にしておく椅亜

●She sweeps her room clean every
day. 彼女は毎日自分の部屋をきれいに掃除す

る亜

●群見事な唖鮮姶あざ逢やかな亜
●a clean hit 姶野球の逢クリーンヒット
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いいつたえ 言い伝え ＝でんせつ

いいなり 言いなり
●彼は彼女の言いなりだ亜

He does just as she tells him.愛 He

eats out of her hand. 姶彼女の手から食べる唖

彼女が手で与えてくれるものを食べる逢

いいのがれ 言い逃れ 喧いいわけ

いいはる 言い張る insist 嘘インスィスト唄

●彼はひとりで行くと言い張った亜

He insisted on going alone.愛

He insisted that he would go alone.

いいぶん 言 い 分 one's say 嘘セイ唄, what

one has以to say
●ぼくの言い分も聞いてくれ亜Listen to what I

have to say.愛Let me have my say.
●彼にも言い分がある亜

What he says is also reasonable.

いいまわし 言い回し an expression 嘘イクスプ

レション唄

イーメール 姶an逢e-mail, 姶an逢email 喧メー

ル

イーメールを出す e-mail, email
●イーメールアドレス an e-mail 旭email葦ad-

dress

いいわけ 言い訳 an excuse 嘘イクスキュース唄

言い訳する excuse oneself 嘘イ ク スキ ュー ズ唄;

make以an excuse
●へたな言い訳 a poor excuse
●彼は遅刻の言い訳をした亜He made an ex-

cuse 旭excused himself葦for being late.
●寝ぼうは遅刻の言い訳にならない亜

Oversleeping is no excuse for being late.

いいん烏委員 a member of a committee
嘘コミティ唄

委員会 姶組織逢a committee; 姶会議逢a com-

mittee meeting
●委員長 the chairman 旭the chairperson葦of

a committee
●学級委員長 a homeroom president
●委員会は午後3時半に開かれます亜

The committee meeting will be held at

3:30 p.m.愛

The committee will meet at 3:30 p.m.
●彼はその委員会の委員です亜

He is a member of the committee.愛

He is on the committee.
●私は何の委員でもありません亜

I am not on any committee.

いいん羽医院 a doctor's office 嘘ダク タ ズ オー

ふィス唄

いう 言う

●訓 say以; 姶告げる逢tell以; 姶話す逢speak以, talk

●群 姶…と呼ぶ逢call

訓 say以嘘セイ唄; 姶告げる唖命じる逢tell以; 姶話す唖も

のを言う逢speak以嘘スピーク唄, talk 嘘トーク唄

基

本

形

A 姶人逢に言う

say to A愛speak to A愛tell A

B 姶物事逢を言う

say B愛tell B愛speak B

A 姶人逢に B 姶物事逢を言う

say B to A愛speak B to A愛tell A B
易…椅と言う

say唖“院”愛say that 院

A 姶人逢に易…椅と言う

say to A唖“院”愛tell A that 院

A 姶人逢に…しなさいと言う

tell A to do

A 姶人逢に…してくださいと言う

ask A to do

●本当のことを言う say 旭tell葦the truth
●彼女にさよならと言う say good-bye to her
●彼女にうそを言う tell her a lie
●…と言われている They 旭People葦say 姶that逢

〜.愛It is said that 〜. 圏後ろの例は受け身

形亜
●彼に行け旭行くな葦と言う tell him to go 旭not

to go葦
●彼女に行って旭行かないで葦くださいと言う

ask her to go 旭not to go葦
●…のことをよく旭悪く葦言う speak well 旭ill葦

of 〜
●一般的旭率直唖個人的葦に言えば Generally
旭Frankly, Personally葦speaking 圏ふつう文

頭に来る亜
●彼は何を言っているのですか亜彼の言ってい

ることが聞こえません亜圏前の文は現在進行

形亜What is he saying? I can't hear him. 圏

him は易彼の言うこと椅亜

君は彼女に何と言ったのか亜―ぼくは何

も言ってないよ亜What did you say to her?
―I said nothing 姶to her逢.

寒くない?―そう言われてみると寒い

ね亜 Isn't it cold?―Now that you mention

it, it's cold.
●だれがそんなことを言ったの亜

Who said so?愛Who told you so?
●あなたに言われたくないわ亜That's a bit rich

coming from you. 圏 rich は易適当ではな
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い椅愛 Look who's talking? 姶ねえ唖だれ

が言っているの逢愛 You're a fine one to

talk. 姶ご立派ね唖そんなこと言うなんて逢愛

You can talk. 姶よく言えるわね逢

類似語

say: 自分の考えや気持ちをのべる時に使

う亜He says what he believes. 姶彼は自分

の思うことを言う逢

mention: ちょっと話に出す唖触れる亜

Don't mention it to anyone else. 姶それ

はほかの人には言わないで逢

speak: say とほぼ同じように使うが唖こと

ばを発することに重点がある亜

He is speaking to the parrot. 姶彼はオウ

ムに何か言っている逢

tell: 意思や情報を相手に伝えたり唖命令し

たりする時に使う亜Tell him to come at

once. 姶彼にすぐ来るように言いなさい逢

talk: 打ち解けてしゃべること亜

They are talking over the movie they

saw. 姶彼らは自分たちの見た映画のことを

言っています逢

call: ものの名称などを言う時に使う亜

We call this a ʻtopʼ. 姶われわれはこれを

易コマ椅と言う逢

●彼は言うこととすることがちがう亜

He says one thing and does another.
●だれにも言うなよ亜それを秘密にしておけ亜

Don't tell anybody. Keep it a secret.
●君は私に本当のことを言わなくてはいけない亜

You must tell me the truth.

●私が言ったようにやりなさい亜

Do as I told you.
●もっとゆっくり旭はっきり葦言ってください亜

Please speak more slowly 旭clearly葦.
●人の悪口を言ってはいけません亜

You must not speak ill of others.
●彼にすぐ来るように言いなさい亜

Tell him to come at once.
●私はそこへ行け旭行くな葦と言われた亜圏受け身

形亜I was told to go 旭not to go葦there.
●彼はけちだと言われています亜

They say 旭It is said葦that he is stingy.愛

He is said to be stingy.
●彼は彼女に易私はいそがしい椅といつも言う

旭言った葦亜He always says 旭said葦to her, “I

am busy.”愛He always tells her that he is

busy 旭told her that he was busy葦. 圏主節の

動詞が過去 姶told逢の時は唖易時制の一致椅で

that 以下の動詞も過去 姶was逢になる亜
●彼女は私に易少し待ってちょうだい椅と言った亜

She said to me, “Please wait a little.”愛

She asked me to wait a little.
言うは易姶やす逢く行うは難姶かた逢し亜

Easier said than done.
群 姶…と称する唖…と呼ぶ逢call 嘘コーる唄

基
本
形

A を B と言う

call A B 圏B は名詞亜

●易サブ椅といわれる少年 a boy called “Sabu”
●山田さんという方 a Mr. Yamada愛a man

called Yamada
●われわれは英語ではこの花を forget-me-not
姶ワスレナグサ逢と言います亜We call this

flower “forget-me-not” in English.
●これは英語で何と言いますか亜

What do you call this in English?愛

What is this called in English?
●易カバ椅は英語で何と言うのですか亜

What is the English for “kaba”?

いうまでもなく 姶もちろん逢needless to

say 嘘ニードれス セイ唄, of course 嘘コース唄

●言うまでもなくタバコは健康によくありませ

ん亜Needless to say 旭Of course葦, smoking

is not good for the health.愛It is needless

to say 旭It goes without saying葦that smok-

ing is harmful to your health.
●彼は英語は言うまでもなく唖フランス語唖ドイ

ツ語も話せる亜He can speak French and

German, to say nothing of 旭not to speak

of愛not to mention葦English.
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