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☒ sea [スィー]

名 海 (⇔ land ｢陸｣【No. 952】)

…海

同音語：see (見る)、アルファベットの C

☒  breakfast [ブれックふァスト] ※ [ブれイク-] と発音しないように注意！

名 朝食【a をつけず、複数形にもしない】

☒  hospital [ハ[ホ]スピトゥル]

名 病院

☒ river [りヴァ]

名 川、河
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have [eat] breakfast 『朝食を食べる』

a light breakfast 『軽い朝食』

※ breakfast の前に、形容詞がつくときは

a をつける。（lunch, dinner も同様）

→【単語帳 No. 174 … lunch】

→【単語帳 No. 533 … dinner】

go to the sea 『海へ行く』

swim in the sea 『海で泳ぐ』

under the sea 『海底』

the Japan Sea 『日本海』

= the Sea of Japan

sea …『海』をあらわす一般的な語。

ocean … 比較的『大きい海･大洋』を指すが、sea の代わりとしても使われる。

→【単語帳 No. 945】

be in (the) hospital 『入院している』

go into (the) hospital 『入院する』

leave (the) hospital 『退院する』

※ イギリス英語ではふつう the を省略する。

We go to the sea in summer. 『私たちは夏に海に行きます。』

※ go to sea とすると｢船乗りになる、航海に出る｣の意味になる。

They swam in the sea yesterday.『彼らは昨日海で泳ぎました。』

Look at that boat on the sea. 『海上のあのボートを見なさい。』

Tom lives near the sea. 『トムは海の近くに住んでいます。』

I had [ate] rice and miso soup for breakfast .
『私は朝食に[として]ご飯とみそ汁を食べました。』

He had [ate] breakfast at seven this morning.
『彼は今朝７時に朝食を食べました。』

I usually study before breakfast.
『私はたいてい朝食の前に勉強します。』

Breakfast is ready. 『朝食の準備ができました。』

Emi is in (the) hospital now. 『エミは今入院中です。』

I went to the hospital to see Tom.

『私はトムを見舞いにその病院へ行きました。』

When is she going to leave (the) hospital ?

『彼女はいつ退院する予定ですか？』

There are two large hospitals in this city.

『この市には大病院が２つあります。』

Let’s go swimming in the river. 『川へ泳ぎに行きましょう。』

Ken will go fishing in the river. 『ケンは川へ魚つりに行くでしょう。』

※ 上の２文は、どちらも｢川へ｣と訳すが、前置詞が to ではないことに注意！

泳いだり、魚釣りをしたりするのは｢川の中｣と考えるとわかりやすい。

Can you swim across this river ? 『あなたはこの川を泳いで渡れますか？』

※ across ｢～を横切って｣ →【単語帳 No. 217】

This river runs through Tokyo. 『この川は東京を(通って)流れています。』

The Shinano (River) is the longest (river) in Japan.

『信濃川は日本で１番長い (川)です。』

The Amazon (River) is the biggest (river) in the world.

『アマゾン川は世界最大 (の川)です。』

The Nile (River)

『ナイル川』

The Amazon (River)

『アマゾン川』

※ Amazon [あマザン]

The Tone (River)

『利根川』

The Shinano (River)

『信濃川』

☆ 川名には the をつける。

後ろにつける River は

省略することが多い。

アクセント注意

発音注意

※ ｢小川｣は stream [ストゥりーム]という。｢(人･空気･車などの)流れ｣の意味もある。

発音注意

発音注意
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