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☒  subject [サブヂェクト]

名 教科、科目、学科

主題、話題

(文の)主語

☒  movie [ムーヴィ]

名 映画

映画館 (= movie theater [スィアタァ])

→【単語帳 No. 968 … theater】

☒ country [カントゥりィ]

名 国、国家

≪the country で≫ いなか、農村

☒  world [ワ～ルド]

名 世界、世の中

☒  shoe(s) [シュー(ズ)]

名 靴(くつ)、短靴【ふつう複数形で使う】
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a pair of shoes 『くつ一足』

two pairs of shoes 『くつ２足』
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a foreign country 『外国』

an island country 『島国』

live in the country 『田舎に住む』

英文法の解説では、Subject (主語) の

頭文字をとって、主語をSであらわす。

The Nile is the longest (river) in the world.

『ナイル川は世界でいちばん長い(川)です。』

Do you know the highest mountain in the world ?

『あなたは世界でいちばん高い山を知っていますか？』

I want to travel around [all over] the world.

『私は世界じゅうを旅行したい。』

This song is known all over [around] the world.

『この歌は世界じゅうで知られています。』

a movie [film [ふィルム] ] star『映画スター』

see a movie 『映画を見る』

go to the movies [a movie]『映画を見に行く』

※ 特定の映画を見に行くときは go to the movie

Put on [Take off] your shoes here.

『ここであなたのくつを履きなさい[脱ぎなさい]。』

She is wearing white shoes.

= She has white shoes on.

『彼女は白いくつを履いています。』

I want another pair of shoes. 『私は靴をもう一足ほしい。』

Math is my favorite subject. 『数学は私の大好きな教科です。』

What subject do you like (the) best ?
『あなたは何の教科がいちばん好きですか？』

How many subjects will you study tomorrow ?
『あなたは明日何科目勉強しますか？』

Let’s change the subject. 『話題を変えましょう。』

I saw the movie on TV.
『私はその映画をテレビで見ました。』

We met the movie star yesterday.
『私たちは昨日その映画スターに会いました。』

Let’s go to the movies today.
『今日は映画を見に行きましょう。』

This is the best movie (that) I have ever seen.
『これは私が今までに見たなかでいちばん良い映画です。』

☆ イギリスでは movie のかわりに cinema [スィネマ] をよく使う。

Japan is an island country. 『日本は島国です。』

English is spoken in many countries.

『英語はたくさんの国々で話されています。』

Meg is a student from a foreign country [abroad].

『メグは外国からの生徒(留学生)です。』

He lives in the country. 『彼は田舎に住んでいます。』

in the world 『世界で』

around the world
『世界のあちこちで[を]』

all over the world 『世界じゅうで[を]』

※ around the world と all over the world
は、ほぼ同意で使われることが多い。

a world record [れカド] 『世界記録』
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※ ｢長靴｣は boot(s) [ブート(ブーツ)]
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