
Catch a Dream 
宇宙と暮らしをつなぐ人工衛星 
artificial satellite 人工衛星 
monitor 観測する 
observe 観測する 
operate 動かす 
global positioning system 全地球測位シ

ステム 
provide 提供する 
telecommunication 遠隔通信 
in operation 作動中で 
satellite 人工衛星 
over ～ ～より多く，～以上 
launch 打ち上げる，打ち上げ 
so far 今までのところ 
currently 今 
orbit 周回する 
be made up of ～ ～から成り立っている 
hundreds of thousands of ～ 数十万の～ 
component 部品 
subsystem サブシステム 
perform 行う 
task 役割 
power generation 発電 
attitude control 姿勢制御 
thermal control 熱制御 
electrical 電気の 
engineer 技術者，エンジニア 
(be) responsible for ～ ～に責任がある 
design 設計する 
power distribution 配電 
system 系統，システム 
be involved in ～ ～に参加する 
production 製造 
Turkish トルコの 
communications satellite 通信衛星 

Turksat トルクサット 
successfully 成功のうちに 
be placed in orbit 軌道に乗る 
preparation 準備 
underway 進行中で 
Recep Tayyip Erdogan レジェップ・タイ

ップ・エルドアン 
Turkey トルコ 
manufacturing plant 製造工場 
prime minister 首相 
be based on ～ ～を基にしている 
satellite bus 衛星バス 
standard 標準の 
platform 基盤 
develop 開発する 
reduce 減らす 
cost 費用，コスト 
enable 可能にする 
delivery 引き渡し 
demonstrate はっきり示す 
performance 性能 
reliability 信頼性 
order 注文 
DS2000-based DS2000 を基にした 
prime 主要な 
world-class 世界に誇る 
technology 技術 
common 共通の 
module モジュール 
customize 注文に応じて作る 
add A to B A を B に加える 
race 人種 
do business ビジネスを行う 
globally 全世界的に，グローバルに 
face （困難に）直面する 
cultural 文化の 



barrier 障壁 
it feels great when ～ 
～のときは最高の気分である 
entire 全体の 
overcome 乗り越える 
bring A to ～ A を～に至らせる 
project 事業計画，プロジェクト 
successful 成功した 
conclusion 結果 
twofold ２倍の 
colleague 仲間 
complete 終える 
development 開発 
celebrate 祝う，喜ぶ 
be delighted 喜ぶ 
be relieved ほっとする 
elementary school 小学校 
dream of ～ing ～することを夢見る 
chose choose の過去形 
major （大学の）専攻 
in order to ～ ～するために 
pursue 追いかける，続行する 
SpaceShipOne スペースシップワン 
spacecraft 宇宙船 
on exhibit 展示されて 
space-related 宇宙関連の 
improve 良くする 
This is why ～ こういうわけで～ 
current 現在の 
be worth ～ing ～する価値がある 
be linked with ～ ～に関連している 
closely 密接に 
open up 開ける 
become commonplace 当たり前になる 
career 職業，仕事 
quote 引用する 

passage 一節 
Antoine de Saint-Exupéry アントワー

ヌ・ド・サン・テグジュペリ 
contribute to ～ ～に寄与する 
society 社会 
help A ～ A が～するのを助ける 
suggest (that) ～ ～しようと提案する 
effective 効果がある 
means 手段 
extend 伸ばす 
broaden 広げる 
enrich 豊かにする 


