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☒ home [ホウム]

名 家、家庭、故郷

副 家へ、家に、家で、故郷へ

☒  Canada [キぁナダ]

名 カナダ

☒  Australia [オーストゥれイリャ]

名 オーストラリア

【正式名は the Commonwealth

[コモンウェルス] of Australia】

☒  summer [サマァ]

名 夏
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I came [got] home at eight. 『私は８時に帰宅しました。』

※ get home ｢家に着く｣も come home とほぼ同意になる。

Go home now. 『もう帰宅しなさい。』

※『帰宅する』… 家の中にいるときには come home ,

家の外にいるときには go home を使う。この用法の

home は 副詞 なので、どちらも前置詞 to を使わない。

I will be home today. 『私は今日家にいます。』

※ be at home も同意になる。その場合の home は 名詞 。

I met Meg on my way home.

『私は家に帰る途中でメグに会いました。』

leave home 『家を出発する』

at home

『家に、在宅して、くつろいで、気楽に』

make oneself at home

『くつろぐ、気楽にする』

come home, go home 『帰宅する』
※ くわしくは右の例文を参照のこと。

I’m home. 『ただいま。』

on one’s way home 『家に帰る途中で』

home … 家族が住む｢場所｣としての

『家庭』の意味が強い。

ただし、アメリカ英語では

house の意味でも使われる。

house … 建物としての『家･家屋』。

→【単語帳 No. 313】

My home [house] is near here. 『私の家はこの近くです。』

Emi leaves home at seven (o’clock) every morning.

『エミは毎朝７時に家を出発します。』

Is Tom (at) home now ? 『トムは今家にいますか？』

※ at を省略したときの home は『家に』の意味の 副詞。

Please make yourself at home. 『くつろいでください。』

My brother lives in Canada. 『私の兄はカナダに住んでいます。』

I want to go to Canada next year. 『私は来年カナダに行きたい。』

Emi has been to Canada twice. ≪現在完了形≫

『エミはカナダに２回行ったことがあります。』

※ have [has] been to ~ ｢～へ行ったことがある｣ →【No. 16…have】

Jim comes [is] from Australia.
『ジムはオーストラリア出身です。』

Meg went to Australia last month.
『メグは先月オーストラリアに行きました。』

We can see koalas in Australia.
『私たちはオーストラリアでコアラを見ることができます。』

※ koala(s) [コウアーラ(ズ)] ｢コアラ｣

It’s hot in summer. 『夏は暑い。』

We will go to China this summer.

『私たちは今年の夏に中国に行くつもりです。』

※ this , next , last などが直前につくときには前置詞 in は必要ない。

Tom went to Kobe during the summer vacation.

『トムは夏休みの間に神戸に行きました。』

I like summer (the) best because I can swim in the sea.

『(私は)海で泳ぐことができるので、私は夏がいちばん好きです。』

in summer 『夏に』

this summer 『今年の夏に』

next summer 『来年の夏に』

last summer
『この前の[去年の]夏に』

during the summer vacation
『夏休みの間に』

アクセント注意

… commonwealth ｢共和国｣

発音注意

☆ spring ｢春｣ →【単語帳 No. 442】/ fall (autumn) ｢秋｣ →【No. 326】/ winter ｢冬｣ →【No. 511】

発音注意

※ Canadian [カネイディアン]

｢カナダの、カナダ人(の)｣

※ Australian [オーストゥれイリャン]

｢オーストラリアの、オーストラリア人(の)｣

発音注意

※ ｢家庭の、国内の｣の意味の 形容詞 もある。
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