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☒  half [ハーふ]

名 半分、３０分

形 半分の

副 半分だけ

☒  street [ストゥりート]

名 通り、街路、…通り、…街(がい)

☒  village [ヴィレッヂ]

名 村、村落

☒  present [プれズント]

名 贈り物、プレゼント

現在 (⇔ past, future)

形 出席して (⇔ absent)
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751

752

753

754

a busy street 『人通りの多い通り』

a wide [ワイド] street 『広い通り』

go across [cross] the street
『(その)通りを横断する』

Wall Street 『ウォール街』
…ニューヨーク市の金融街

I ate half of the cake. 『私はそのケーキの半分を食べた。』

→【単語帳 No. 712… cut】も参照のこと。

Half of ten is five. 『１０の半分は５です。』

It’s half past ten. 『１０時半[３０分]です。』

※ past ｢～を過ぎて｣ →【単語帳 No. 728】

☆ half の複数形は halves [ハぁ(―)ヴズ] になる。

… f, fe で終わる語は、f を v に変えて es をつける。

She was born in a small village. 『彼女は小さな村に生まれた。』

I want to live in a farm village in the future.

『私は将来農村に住みたい。』

☆ city (都市、市) →【単語帳 No. 531】、town (町) →【単語帳 No. 369】

We walked along the street .
『私たちはその通りに沿って歩きました。』

※ ｢その通りを歩きました｣とも訳す。

Go down this street and turn right at the second corner.

『この通りを行って２番目の角で右に曲がりなさい。』

→【単語帳 No. 205…down】

street … 人家や建物、商店などが両側に並ぶ市内の通り。

road … はなれた場所どうしをつなぐ道、街道。→【単語帳 No. 436】

way … ある場所までの道順や、ある場所までの通路。→【No. 441】

My box is half as large as yours.

『私の箱はあなたの(箱)の半分の大きさです。』

an [one] hour and a half 『１時間半』

one half = a half 『２分の１』

half an hour 『３０分』

※ アメリカ英語では a half hour も可。

for two and a half years『２年半(の間)』

half as ~ as …『…の半分の～』

→【単語帳 No. 614…as】

a farm village 『農村』

a fishing village 『漁村』

It takes half an hour to go there by bike.

『自転車でそこへ行くには３０分かかります。』

I have a present for you.

『(私は)あなたにプレゼントがあります。』

Thank you (very much) for your present.

『あなたのプレゼントを (どうも)ありがとう。』

Emi got a bike as a birthday present. ※ as ｢～として｣

『エミは誕生日プレゼントとして自転車をもらいました。』

There is no time like the present. ※ like ｢～のような｣

『善は急げ。今こそ好機。』【ことわざ】

Tom was present at the meeting.

『トムはそのミーティングに出席していました。』

a birthday present
『誕生日プレゼント』

at present 『現在は、今のところ』

(= now)
(⇔ in the past 【単語帳 No. 728】

in the future【単語帳 No. 616】)

the present (tense)
『現在時制、現在形』〔文法用語〕

be present at ~『～に出席する』

(⇔ be absent from ~ )

過去 現在 未来

past present future

発音注意

発音注意
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