
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒ 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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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  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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〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  evening [イーヴニング]

名 夕方、晩
【ふつう日没から寝る時間まで】

☒  minute [ミニット]

名 (時間の)分

≪a minute で≫ 短い間、瞬間 (= moment)

☒  back [バぁック]

名 後ろ、背中【腰を指すこともある】

形 後ろの (⇔ front)

副 後ろへ、もとへ
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Good evening, Mr. Sato. 『こんばんは、佐藤先生。』

※ Good evening. は改まった言い方。

若い人々は Hello. / Hi. などを使うことが多い。

It’s nine in the evening. 『午後９時です。』

※ evening は、日本語の｢夕方｣よりも範囲が広い語。

ふつう日没から寝る時間までを指す。

Let’s meet tomorrow evening.
『明日の夕方に会いましょう。』

※ this, every, tomorrow, yesterday などが evening に

つくときは、前置詞(in, on など)は必要ない。

Did you call me yesterday evening ?
『あなたは昨日の夕方私に電話しましたか？』

※ ｢昨晩、昨日の夕方｣は last evening よりも

yesterday evening のほうがふつう。

→【単語帳 No. 310 … last】

Good evening. 『こんばんは。』

in the evening 『夕方に、晩に』

on the evening of July 7 [セヴンす]

『７月７日の夕方に』

on Tuesday evening 『火曜日の夕方に』

※ 特定の日の前には前置詞 on を使う。

this evening 『今日の夕方(に)』

every evening 『毎晩』

yesterday evening 『昨晩、昨日の夕方』

= last evening →【単語帳 No. 310… last】

for a few minutes 『２、３分間』

Just a minute. = Wait a minute .

『ちょっと待って。』

※ minute のかわりに moment ｢瞬間｣、

second ｢秒｣ を使ってもほぼ同意。

→【単語帳 No. 617 … moment】

→【単語帳 No. 336 … second】

in a minute 『すぐに』

Tom played tennis for twenty minutes.
『トムは２０分間テニスをしました。』

I waited for Emi for a few minutes.
『私はエミを２、３分間待ちました。』

An hour has sixty minutes. 『１時間は６０分です。』

= There are sixty minutes in an hour.

It’s ten minutes past eight. 『８時１０分です。』

= It’s eight ten.
※ past ｢～を過ぎて｣ →【単語帳 No. 728】

Just a minute, please. 『ちょっと待ってください。』

at the back of ~ 『～の後ろに』

(= behind ~ ) (⇔ in front of ~ )

the back door 『裏口』

the back seat 『後部座席』

be back 『戻る』

come back 『戻って来る、戻る』

go back 『戻って行く、戻る』

look back 『振り返って見る』

= look behind →【単語帳 No. 778】

call back 『電話をかけなおす』

write back 『(手紙の)返事を書く』

She is carrying her baby in her back.

『彼女は背中に(彼女の)赤ちゃんを背負っています。』

I have a pain in my back. 『私は背中[腰]が痛い。』

※ back は ≪首･肩からおしりまで≫ の広い範囲をさす語。

Ken found a dog at the back of his house.

『ケンは彼の家の後ろで１匹の犬を見つけました。』

Meg put her bag on the back seat.

『メグは彼女のバッグを後部座席に置きました。』

※ ３単現の s がないので、この put は過去形。

I will be [come] back soon. 『私はすぐに戻ってきます。』

Go back to your seat. 『あなたの座席に戻りなさい。』

The girl didn’t look back. 『その女の子は振り返らなかった。』

Please call me back later. ※ 代名詞は call と back の間に置く。

『あとで私に電話をかけなおしてください。』

発音注意

アクセント注意
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