
新出単語・フレーズ （第 4回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 
例文 

 

(1) 居間 / リビング（ルーム） 【名（可算）】 living room 
Is this the living room?  

（ここが居間ですか） 

(2) バイオリン 【名（可算）】 violin 
Is this your violin?  

（これはあなたのバイオリンですか） 

(3) サンドイッチ 【名（可算）】 sandwich 
That sandwich is expensive.  

（あのサンドイッチは高いです） 

(4) 間食 / おやつ / スナック 【名（可算）】 snack 
Do you have any snacks?  

（おやつをいくらか持っていますか） 

(5) 曲がり角 / 部屋の隅  【名（可算）】 corner 
Can you see the store (1)on the corner?  

（曲がり角にあるお店が見えますか） 

(6) 信号機 【名（可算）】 
traffic light 

traffic signal 

Where is the traffic light?  

（信号機はどこですか） 

(7) 看板 / 標識 / 署名する 【名（可算）】 (2)sign 
What does that sign say?  

（あの看板には何と書いてあるのですか） 

(8) 錠 / カギをする / ロックする  
【名（可算）】 

【動】 
lock 

Did you lock the door?  

（ドアのカギはかけましたか） 

(9) 順番 / 回す / 回転させる / 曲がる 
【順番＝名（可算）】 

【動】 
turn 

When is my turn?  

（私の順番はいつですか） 

(10) デザイン / デザインする 
【名（不可算）】 

【動】 
design 

I like this design.  

（私はこのデザインが好きです） 

(1) 「（道の）曲がり角に」という場合、前置詞は on や at が使われる。 on は「曲がり角のスペースの上にのっているイメージ」。 at は「道と道が交差する 1つのポ

イントをさすイメージ」となる。 

(2) 「署名」という意味の「サイン」は、signature / autograph が使われる。ただし、「署名する」という動詞は sign となる 
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(11) 受け取る  【動】 receive 
When did you receive this letter?  

（この手紙をいつ受け取ったのですか） 

(12) 勝つ / 勝ち取る 【動】 
win 

（過去形＝won） 

Did you win the game?  

（あなたは試合に勝ちましたか） 

(13) 負ける  【動】 
(3)lose 

（過去形＝lost） 

They lost the game yesterday. 

（彼らは昨日試合に負けました） 

(14) 投げる 【動】 
throw 

（過去形＝threw） 

He threw this ball to me.  

（彼はこのボールを私に投げました） 

(15) 巨大な / 非常に大きい 
【形】 

【副】 
huge 

This hamburger is huge.  

（このハンバーガーは巨大です） 

(16) 外国の  【形】 foreign 
He likes to visit foreign countries.  

（彼は外国を訪ねるのが好きです） 

(17) 右 / 右の / 右に / 正しい / 正しく 

(5)【名（不可算）】 

【形】 

【副】 

right 
I think you are right.  

（あなたは正しいと思います） 

(18) 左 / 左の / 左に 

(5)【名（不可算）】 

【形】 

【副】 

left 
Why did you turn left?  

（何で左に曲がったのですか） 

(19) ひとりで / 単独で 
【形】 

【副】 
alone 

He was alone.  

（彼はただひとりでした） 

(20) （電気など）～をつける / 消す ― 
(5)turn on /  

turn off 

Why did you turn off the light?  

（なぜ電気を消したのですか） 

(3) 「失う / なくす」の lose と同じ単語。 

(4) 「〇〇をつける・消す」という場合、〇〇を最後に足す（turn on (off) 〇〇）方法と、〇〇を間に入れる（turn 〇〇 on(off)）の 2種類がある。しかし、代名詞が使

われる場合は “turn 代名詞 on (off)” の形しか使えない。 ＜例＞ Can you turn it on? （つけてくれる） （Can you turn on it? ＝×） 

(5)「（あなたの）右側に・左側に」という場合、on the right (left) / on your right (left) という表現が使われる。 
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