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☒  plan [プラぁン]

名 計画、予定、案、プラン

動 ～を計画する

活用 ： planned [プランド]

– planned – planning

３単現形：plans [プランズ]

☒  second [セカンド]

名 第２日、２番目

(時間の)秒、

≪a second で≫ ちょっとの間
(= moment)

形 第２の、２番目の

副 第２に、２番目に

☒  line [ライン]

名 線、(文章の)行、行列

(列車、バスなどの)路線

電話線
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make a plan [plans] 『計画を立てる』

plan to ~ 『～することを計画する、

～する予定だ』

※ plan の後ろには不定詞 (to ~)を使う。
動名詞 (~ing)は使えない。

Do you have any plans for next Sunday ?

(→あなたは今度の日曜日のための

いくつかの計画を持っていますか？)

→『あなたは今度の日曜日に何か予定がありますか？』
※ 訳し方に注意！

I have a plan to give [have/hold] a party.

『私はパーティーを開く計画があります。』

活用

注意

~ing
注意

We are planning a picnic in the park.

『私たちは公園でのピクニックを計画しています。』

→【単語帳 No. 906 … picnic】

Tom planned to go to China.

『トムは中国へ行くことを計画しました。』

on June 2 『６月２日に』

※ 2 は (the) second と読む。

※ on June 2nd と書くこともある。

the second grade 『小学２年生』

→【単語帳 No. 836 … grade】

(the) second prize 『２等賞』

→【単語帳 No. 1046 … prize】

the second largest city

『２番目に大きい都市』

→【単語帳 No. 531 … city】

He was born on June 2. 『彼は６月２日に生まれました。』

※ on the second of June とも言う。

There are sixty seconds in a minute. 『１分は６０秒です。』

= A minute has sixty seconds.

I’ll be [come] back in a second. 『私はすぐに戻ってきます。』

The girl is in the second grade.『その女の子は小学２年生です。』

We had [gave/held] a party on the second Sunday in May.

『私たちは５月の第２日曜日にパーティーを開きました。』

What is the second largest city in Japan ?

『日本で２番目に大きい都市は何[どこ]ですか？』

☆ the Second 名詞 には『２世』の意味もある。

ElizabethⅡ 『エリザベス２世』

※ ふつうⅡと書き、the Second と読む。

☆ seconds で『おかわり』の意味にもなる。

May I have seconds ? 『おかわりをいただいてもいいですか？』

a straight line 『直線』

→【単語帳 No. 795 … straight】

curved [カ～ヴド] line 『曲線』

draw a line 『線を引く[描く]』

a long line of people

『人々の長い行列』

the Yamanote Line 『山の手線』

※ 小文字で line と書くこともある。

Draw a line under the word. 『その単語に下線を引きなさい。』

→【単語帳 No. 725 … draw】

Read the third line from the top.『上から３行目を読みなさい。』

→【単語帳 No. 989 … top】

Which line should I take ? 『私はどの路線に乗るべきですか？』

→ Take the Yamanote Line. 『山の手線に乗りなさい。』

The line is busy. 『(電話が)話し中です。』→【No. 253 … busy】

Hold the line, please. 『(電話を)切らずにお待ちください。』

= Hold on, please. →【単語帳 No. 687 … hold】

She’s on another line. 『彼女はほかの電話に出ています。』

発音注意

発音注意
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