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☒  practice [プらぁクティス]

動 (～を)練習する

名 練習、実行

活用 ： practiced [プらぁクティスト]

– practiced – practicing

３単現形：practices [プらぁクティスィズ]

☒  win [ウィン]

動 (～に)勝つ、(賞など)を得る

(⇔ lose ｢負ける、失う｣ )

活用 ： won [ワン]

– won – winning

※ 過去形･過去分詞形は one (１)と同音語

３単現形：wins [ウィンズ]

派生語：winner [ウィナァ]｢勝者｣ (⇔ loser ｢敗者｣ )

☒  space [スペイス]

名 宇宙、宇宙空間

空間 (⇔ time)、場所、余地

☒  earth (Earth) [ア～す]

名 ≪the をつけて≫ 地球

☒  star [スター]

名 星、星印、スター、人気者
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Let’s practice (speaking) English.

『英語を (話すのを)練習しましょう。』

Meg practices the piano [guitar/violin] every day.

『メグは毎日ピアノ[ギター /ヴァイオリン]を練習します。』

Does skiing need much practice ?

『スキー (が上達するに)はたくさんの練習が必要ですか？』

Practice makes perfect.
(→｢練習が完全を作る。｣)

→『習うより慣れろ。』【ことわざ】

practice judo [kendo /sumo]『柔道[剣道 /相撲]を練習する』

※ 格闘技を練習するときには、ふつう practice を使う。

※ practice の後ろには、名詞か動名詞(~ing)を使う。

You win. 『あなたの勝ちです。』(⇔ You lose.)

Our team won the game.
『私たちのチームがその試合に勝ちました。』

Who won ? → Tom did. 『だれが勝ったの？』『トムです。』

※ did は一般動詞の代用(この文では won)として使われている。

Who plays tennis ? → Ken does. などと同じ用法。

Emi won (the) first prize. 『エミは一等賞をとりました。』

※ win (the) first prize ｢一等賞をとる｣

→【単語帳 No. 1046…prize】

~ing
注意

I want to walk in space. 『私は宇宙遊泳をしたい。』

There was not enough space to park my car there.

『そこには私の車を駐車するための十分な場所がありませんでした。』

space travel 『宇宙旅行』→【単語帳 No. 763… travel】【No. 747… trip】も参照のこと。

a space rocket [らケット]『宇宙ロケット』 ※ ｢宇宙船｣は a spaceship [スペイスシップ] という。

time and space『時間と空間』/ a parking space [area]『駐車場、駐輪場』※ area [エ(ア)りア] ｢地域、面積｣

The earth goes [moves/turns] around the sun.
『地球は太陽のまわりを回る。』

Let’s save the earth. 『地球を救おう。』

※ 地球は唯一のものなので、固有名詞のように

The Earth と大文字で始めることもある。

※ earth には｢地球｣以外に、｢地面 (= ground)、

陸地 (= land)、土｣などの意味がある。

a shooting [シューティング] star 『流れ星』

※ shoot [シュート] ｢撃つ、射る｣ の ~ing 形

= a falling star

a movie [film [ふィルム] ] star 『映画スター』

We can’t see any stars tonight. ※ not ~ any = no

『今夜は星が見えません。』

※ we は一般の人々を指しているので、ふつう訳さない。

Stars are shining. 『星が輝いています。』

※ shine [シャイン] ｢輝く、光る｣ →【単語帳 No. 1041】

I want to be a movie star in the future.
『私は将来 映画スターになりたい。』
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