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☒ right [らイト]

形 右の、右側の (⇔ left)

正しい (⇔ wrong)

副 右へ、右に、正しく

ちょうど (= just)、まさに

名 右、右側、権利、正しいこと

同音語：write (書く)

☒ left [レふト]

形 左の、左側の (⇔ right)

副 左へ、左に

名 左、左側

動 leave の過去形･過去分詞形

５６ページ

191

192

You’re right.

『あなたは正しいです。/

あなたの言う通りです。』

That’s right.

『その通りです。』

Keep right .

『右側通行』【掲示】

→【No. 626 … keep】

All right. 『よろしい。

いいですよ。無事で』

right now (= right away)

『今すぐに』

→【No. 744 … away】

human [ヒューマン] rights

『人権(←人間の権利)』

right and wrong『善と悪、

正しいことと悪いこと』

→【No. 711 …wrong】

Keep left .

(= Keep to the left . )

『左側通行』【掲示】

※ 日本やイギリスでは車は

左側通行だが、アメリカ、

カナダなどでは右側通行。

※ leave の過去形･過去分詞形も

left となるため、｢左｣の意味

の left と見た目は同じになる。

… ただし、英文のどの位置に

使われているかによって、

品詞を判断できる。

Turn to the right. (= Turn right. ) 『右に曲がりなさい。』

※ Turn right. も同じ意味。この right は 副詞。

You’ll find the station on your right.

『右手にその駅が見えるでしょう。』【道案内で】

Everyone has the right to be happy.

『だれもが幸せになる権利を持っています。』

We should try to do right.

『私たちは正しいことをするよう努力すべきです。』

I saw a big tree on the right side.『私は右側に大木を見ました。』

You’re right, Ken. 『あなたの言う通りです、ケン。』

That’s right . 『その通りです。』

※ That’s を省略して Right. だけでも同じ意味にある。疑問文の形で Right ? /

Is that right ? は『正しいですか？ そういうことですか？』の意味になる。

Are you all right ? 『(調子/具合は)大丈夫ですか？』

Turn right at the second corner. 『２番目の角で右へ曲がりなさい。』

※ Turn to the right ~ も同じ意味。この right は 名詞。

I turned right at the first traffic light.
『私は最初の交通信号で右へ曲がりました。』

※ right [らイト] と light [ライト] の発音のちがいに注意！

Is this the right bus to Tokyo ?
『これは東京行きの (正しい)バスですか？』

You should leave right now. 『あなたは今すぐに出発すべきです。』

You can see a tall building on your left .

『左手に高い建物が見えますよ。』【道案内で】

Turn to the left . (= Turn left .) 『左に曲がりなさい。』

※ Turn left. も同じ意味。この left は 副詞。

Tom threw the ball with his left hand.

『トムは左手でそのボールを投げました。』

Emi sat on my left side. 『エミは私の左側に座りました。』

Turn left at the next corner. 『次の角で左へ曲がりなさい。』

※ Turn to the left ~ も同じ意味。この left は 名詞 。

He didn’t turn left at the third traffic light.

『彼は３番目の交通信号で左へ曲がらなかった。』

I left home at eight. 『私は８時に家を出発しました。』

Ken left his key on the train.

『ケンは(彼の)かぎを電車に忘れました。』

→【単語帳 No. 898 … key】

発音注意
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