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☒  guitar [ギター]

名 ギター

☒  violin [ヴァイオリン]

名 ヴァイオリン (バイオリン)

☒  high [ハイ] (⇔ low)

形 高い、(値段が)高い

副 高く

[比較変化] high - higher – highest

名 最高記録

同音語：hi (こんにちは)

☒  leave [リーヴ]

動 (～を)去る、出発する (⇔ arrive)

～を残す、置き忘れる

～を…のままにしておく

活用 ： left [レふト]

– left – leaving

※ 過去形･過去分詞形は left (左)と同音語

３単現形：leaves [リーヴズ]

６１ページ

207

208

209

leave ~ 『～を出発する、去る』

leave (…) for ~
『～へ向けて(…を)出発する』

※ 上記２つの意味の違いに注意！
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high … 山や建物などに使う。

tall … 人や細長いもの (木･煙突など)に使う。

→【単語帳 No. 244 … tall】

a high school 『高校(高等学校)』

a high school student 『高校生』

play the guitar 『ギターを弾く』

※ 楽器名の前には定冠詞 the がつく。

→【単語帳 No. 10 … the】

→【単語帳 No. 239 … play】

play the violin

『ヴァイオリンを弾く』

※ 楽器名の前には定冠詞 the がつく。

→【単語帳 No. 10 … the】

→【単語帳 No. 239 … play】

I can’t play the guitar. 『私はギターを弾くことができません。』

Ken can play the guitar well.
『ケンは上手にギターを弾くことができる。』

I like playing [to play] the guitar.
『私はギターを弾くのが好きです。』

You have to [must] practice the guitar hard.
『あなたは熱心にギターを練習しなければなりません。』

Emi can play the violin very well.
『エミはとても上手にヴァイオリンを弾くことができる。』

My sister practices the violin every day.
『私の妹は毎日ヴァイオリンを練習します。』

He stopped playing the violin then.
『彼はそのときヴァイオリンを弾くのをやめました。』

How long have you learned the violin ? ≪現在完了形≫

『あなたはどのくらいヴァイオリンを習っていますか？』

→ I have learned it for ten years.
『私は１０年間それを習っています。』

アクセント注意

アクセント注意

He is a high school student. 『彼は(１人の)高校生です。』

Mt. Fuji is the highest (mountain) in Japan.

『富士山は日本でいちばん高い(山)です。』

This tower is about three hundred meters high.

『このタワー[塔]は約３００メートルの高さです。』

※ tower [タウア] ｢タワー、塔｣、meter(s) [ミーター(ズ)] ｢メートル｣

I bought it at a high price. 『私はそれを高い値段で買いました。』

The high will be 20 degrees. 『最高気温は２０度でしょう。』

※ degree(s) [ディグりー(ズ)] ｢(温度･角度などの)度、程度｣

This plane is flying high in the sky.

『この飛行機は空高く飛んでいます。』

I leave home (for school) at eight every morning.

『私は毎朝８時に (学校へ向けて)家を出発します。』

He left Tokyo. 『彼は東京を出発しました。』

He left for Tokyo. 『彼は東京へ (向けて)出発しました。』

※ 前置詞の for があるかないかによって意味が変わることに注意！

☆【単語帳 No. 192 … left】も参照のこと。

Do you want to leave a message ? 『伝言を残したいですか？』

I left my key on the train. 『私はかぎを電車に忘れました。』

Leave me alone. 『１人にしておいて。』

Don’t leave the door open. 『そのドアを開けたままにするな。』

発音注意
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