
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  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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発音注意
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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  sign [サイン]

名 標識、記号、印、合図、前兆

☒  message [メセッヂ]

名 伝言、メッセージ

☒  let [レット]

動 (人に)～させる、～させておく

活用 ： let [レット]

– let – letting

３単現形：lets [レッツ]

☒  part [パート]

名 部分、一部 (⇔ whole【No. 1031】)

(機械の)部品

役目、役割

☒  side [サイド]

名 側、側面

(体の)わき腹

味方
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a traffic sign 『交通標識』

a plus [プラス] sign 『プラス記号(＋)』

a minus [マイナス] sign 『マイナス記号(－)』

sign language 『手話』

a sign of rain 『雨の前兆』

☆ 以下は『ご伝言はありますか？』【電話などで】に関連した表現。

May [Can/Shall] I take a message ?
※ 本来は｢(私は)伝言を受け取りますか？｣の意味。

= Will [Would] you leave a message ?
※ 本来は｢(あなたは)伝言を残しますか？｣の意味。

Look at that traffic sign. 『あの交通標識を見て。』

Emi used sign language. 『エミは手話を使いました。』

The policeman gave [made] me a sign to stop.

『その警官は私に止まれの合図をしました。』

※ policeman [ポリースマン] →【単語帳 No. 940】

☆ sign には ｢～に署名する、合図する｣の意味の 動詞 もある。

I signed the letter. 『私はその手紙に署名しました。』

take a message 『伝言を受け取る』

leave a message 『伝言を残す』

発音注意

Let me think again. 『もう一度考えさせてください。』

Let me introduce myself. 『私に自己紹介をさせて。』

Let’s go to the park. 『その公園へ行きましょう。』

= Shall we go to the park ? ※ ほぼ同意の文

→ Yes, let’s. 『はい、そうしましょう。』

→ No, let’s not. 『いいえ、よしましょう。』

Let’s ~ . ｢～しましょう。｣ ※ let’s は let us の短縮形

= Shall we ~ ? ｢～しましょうか？｣ と書き換えが可能。

活用

注意
~ing
注意

Let me see. (= Let’s see. / Well, … )

『ええと…』【言葉が出てこないとき】

I enjoyed the last part of the movie.

『私はその映画の最後の部分を楽しみました。』

She cut the cake in [into] two parts [pieces].

『彼女はそのケーキを２つに切りました。』

※３単現の s がないので、この cut は過去形。→【単語帳 No. 712】

Japan is (a) part of Asia. 『日本はアジアの一部です。』

Who will play the part of the king ?

『だれがその王様の役を演じるのですか？』

※ この play は｢演じる、芝居をする｣の意味。→【単語帳 No. 239】

the last part of the movie
『その映画の最後の部分』

(a) part of ~『～の一部(分)』

※ a はつけないほうがふつう。

take part in ~『～に参加する、加わる』

→【単語帳 No. 648… join】

Cars run on the left side of the road in Japan.
『日本では車は左側通行です。』

I have a pain in my left side. 『私は左のわき腹が痛い。』

I’m on your side. 『私はあなたの味方です。』

the left side of the road [street]『道[通り]の左側』 ※ road と street のちがい →【単語帳 No. 436 … road】

on the other side of this river 『この川の対岸[向こう側]に』/ side by side 『横に並んで』
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発音注意

☆ shall【単語帳 No. 595】も参照のこと。

発音注意
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