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☒  noon [ヌーン]

名 正午、真昼

【a をつけず、複数形にもしない】

☒  fall [ふォール]

名 秋、≪複数形で≫ 滝、落下

動 落ちる、倒れる

活用 ： fell [ふェル]

– fallen [ふォールン] – falling

３単現形：falls [ふォールズ]

☒  hour [アウア]

名 １時間、６０分

時間、時刻

同音語：our (私たちの)

→【単語帳 No. 20 … our】
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☆ hour は ≪６０分の長さ≫ をあらわす。

『～時(ぴったり)』と言うときには ~ o’clock 副詞 を使う。

※ o’clock は of the clock を短縮した形。→【単語帳 No. 569 … clock】

It’s three (o’clock) now . 『今３時です。』

for an [one] hour 『１時間』

for (about) three hours
『(およそ、約)３時間』

half an hour = a half hour
= thirty minutes

『３０分、半時間』

keep early [good] hours

『早寝早起きをする』

I studied English for an hour. 『私は１時間英語を勉強しました。』

※ hour の発音は、語頭の h を発音しないため [アウア] になる。

hour の前に｢１つの｣の意味の冠詞を使うときは、a ではなく

an を使う。また the の場合には、発音が [ずィ] になる。

We watched TV for (about) two hours.

『私たちは(およそ)２時間テレビを見ました。』

It takes an hour to go there. 『そこへ行くには１時間かかります。』

A day has twenty-four hours. 『１日は２４時間です。』

= There are twenty-four hours in a day.

at noon 『正午に』(= at twelve noon とも言う)

before noon 『正午前に』

※ ｢正午のあと｣ は afternoon ｢午後｣ になる。

… afternoon は単語１語 →【No. 623】

around noon 『正午ごろに』

in (the) fall 『秋に』

※ この意味では the をつけることもある。

this fall 『今年の秋に、今秋』

next fall 『今度の秋に、来秋』

last fall 『この前の[去年の]秋に』

Niagara [ナイあガら] Falls

『ナイアガラの滝』
※ 固有名詞なので、F を大文字で書く。

fall down 『落ちる、倒れる、転ぶ』

fallen leaves 『落ち葉』

☆ イギリス英語では、『秋』を autumn [オータム] という。

Meg likes fall (the) best. 『メグは秋がいちばん好きです。』

Ken went to America last fall .
『ケンは去年の秋にアメリカに行きました。』

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

Many leaves fell from the trees.
『たくさんの葉がその木々から落ちました。』

※ leaves は leaf [リーふ] ｢葉｣ の複数形 →【単語帳 No. 950】

The temperature [テンペラチャ] began to fall .
『気温が下がり始めました。』

※ temperature ｢温度、気温、体温｣

A bike fell on the little girl.
『１台の自転車がその小さな女の子の上に倒れました。』

This big tree fell down yesterday.
『この大木が昨日倒れました。』

It’s already noon. 『もう正午です。』

→【No. 657 … already】

We usually eat lunch at noon.

『私たちはたいてい正午に昼食を食べます。』

Ken left home before noon.

『ケンは正午前に家を出発しました。』

Aki will come here around noon.

『アキは正午ごろにここに来るでしょう。』

→【No. 644 … around】

発音注意

☆ spring ｢春｣ →【単語帳 No. 442】/ summer ｢夏｣ →【No. 324】/ winter ｢冬｣ →【No. 511】

発音注意
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