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☒  season [スィーズン]

名 季節

時期、シーズン

☒  thank [さぁンク]

動 ～に感謝する

名 (複数形で)感謝

活用 ： thanked [さぁンクト]

– thanked – thanking

３単現形：thanks [さぁンクス]

☒  yesterday [イェスタデイ]

名 きのう、昨日

【a をつけず、複数形にもしない】

副 きのう(は)、昨日(は)
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Tom went to the hospital yesterday.

『トムは昨日その病院へ行きました。』

It was cloudy yesterday. 『昨日はくもりでした。』

It rained [was rainy] yesterday. 『昨日は雨が降りました。』

→【単語帳 No. 235 … rain】、【No. 373 … rainy】

Yesterday they weren’t busy.
『昨日彼らは忙しくありませんでした。』

yesterday morning

『きのうの朝(に)』

yesterday afternoon

『きのうの午後(に)』

yesterday [last] evening

『きのうの夕方に[晩に]』

※ ｢きのうの夜、昨夜｣は last night

the day before yesterday

『おととい、一昨日』

→【単語帳 No. 204 … before】

Thank you. 『ありがとう。』

Thank you for ~

『～をありがとう。』

Thanks (a lot).

『(どうも)ありがとう。』

No, thank you [thanks].

『いいえ、けっこうです。』

… thanks は、友達などとの

会話で使うくだけた表現。

thanks to ~ 『～のおかげで』

the baseball season

『野球シーズン』

the rainy season

『雨季、梅雨』

→【単語帳 No. 373 … rainy】

Thanks for your help. 『助けて[手伝って]くれてありがとう。』

Thanks to his help, I finished my homework.

『彼の助けのおかげで、私は私の宿題が終わりました。』

There are four seasons in a year.
『１年には４つの季節[四季]があります。』

Which season do you like (the) best ?
『あなたはどの季節が１番好きですか？』

→ I like spring (the) best. 『私は春が１番好きです。』

I like summer the best of all (the) seasons.
『私はすべての季節の中で夏がいちばん好きです。』

The rainy season will begin [start] next week.
『梅雨は来週始まるでしょう。』

Thank you very [so] much. 『どうもありがとうございます。』

※ Thank you so much. は女性がよく使う表現。

→ You’re welcome. 『どういたしまして。』

How are you (doing) ? 『元気ですか？ / ごきげんいかが？』

→ (I’m) Fine, thank you. And you ?
『(私は)元気です、ありがとう。あなたは？』

Thank you for the nice present [coming/calling].

『すてきなプレゼントを [来てくれて / 電話をくれて] ありがとう。』

Yesterday was Thursday. 『きのうは木曜日でした。』

= It was Thursday yesterday. ※ この yesterday は 副詞

I met Meg yesterday [last] evening.

『私は昨日の夕方にメグに会いました。』

※ ｢きのうの夜(に)、昨夜｣は yesterday を使わず last night という。

Where is yesterday’s newspaper ?

『昨日の新聞はどこですか？』

☆【単語帳 No. 310… last】も参照のこと。

※ 『どういたしまして。』に当たる表現には、You’re welcome.
以外にも、It’s my pleasure. / No problem. / Not at all.

That’s all right. / Don’t mention it. などの表現がある。

→【単語帳 No. 225 … welcome】参照のこと。

アクセント注意

発音注意
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