
新出単語・フレーズ （第 7回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) 隣人 / 近所の人 【名（可算）】 neighbor 
He is my neighbor.  

（彼は私の隣人です） 

(2) 近所 / 近隣 【名（可算）】  neighborhood 
 The people in my neighborhood are nice.   

（私の近所にいる人たちは優しいです） 

(3) 買い物 / ショッピング 【名（可算）】  shopping 
 She likes to (1)go shopping.   

（彼女は買い物に行くのが好きです） 

(4) 秘密（事） / 秘密の 
【名（可算）】 

【形】 
secret 

Why is that a secret?  

（なぜそれは秘密なのですか） 

(5) 解決する / 解明する / 解く 【動】 solve 
We must solve this problem now.  

（私たちはこの問題を今解決しないといけません） 

(6) 信じる / 思う （think と似た意味） 【動】 believe 
I (2)believe you are right.  

（私はあなたが正しいと思います） 

(7) 支払う / 支給する  【動】 pay 
How much do I need to pay you?  

（私はいくらあなたに払う必要があるのですか） 

(8) 駐車する 【動】 park 
You can park your car here.  

（あなたはあなたの車をここに駐車できます） 

(9) うれしくて / 喜ばしくて / 良かったと思って 【形】 glad 
I was very glad.  

（私はとてもうれしかった） 

(10) 可能な / 考えられる / 起こりうる 【形】 possible 
I think it is possible.  

（私は、それは起こりうると思います） 

(1) 「買い物に行く」という場合、go shopping となり go to shopping = × なので注意。 

(2) “I think + 文” のように “I believe ＋ 文” も使える。また、「（神様などの）存在を信じる」や「（誰かを）信頼する」という場合は、“believe in ～”となる。 

＜例＞ He believes in *God. （彼は神様を信じています） *God ＝神様       I believe in you. （私はあなたを信頼しています） 
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(11) 不可能な / ありえない 【形】 impossible 
That is impossible.  

（それは不可能です） 

(12) 甘い / 甘口の 【形】 sweet 
This cake is too sweet.  

（このケーキは甘すぎます） 

(13) スパイスの効いた / 辛い 【形】 spicy 
This curry is spicy.  

（このカレーは辛いです） 

(14) 完璧な / 完全な  【形】 perfect 
It is not perfect.  

（それは完璧ではないです） 

(15) 幸福な / 幸せな / うれしく思って 【形】 happy 
I am so happy.  

（私はとても幸せです） 

(16) 壊れた / 砕けた / （骨が）折れた 【形】 broken 
My computer is broken.  

（私のパソコンは壊れています） 

(17) （～と）同じ / 同一の 【形】 (3)same (as ～) 
We go to the same high school.  

（私たちは同じ高校に通っています） 

(18) ～を恐れる / ～に不安になる ― be afraid of ～ 
Are you afraid of dogs?  

（あなたは犬を恐れているのですか） 

(19) ～できる / ～する能力がある ― (4)be able to ～ 
She is able to speak English well.  

（彼女は英語を上手に話すことができる） 

(20) ～してくれてありがとう ― (5)Thank you for ～ing 
Thank you for waiting for me.  

（私を待っていてくれてありがとう） 

(3) たいていの場合 the same の形で使われる。また、「～と同じ」という場合、 same as ～、「～と同じ〇〇」という場合は、same 〇〇 as ～ となる。 

   ＜例＞ This T-shirt is not the same as that one. （この Tシャツはあのものと同じではありません） 

(4) be able to は can と同じ意味で使われることが多いが、助動詞や前置詞（to , for など）の後に can は使えないため、be able to が使われる（詳しい解

説は後ほど）。 

(5) 「～をしないでくれて、ありがとう」という場合は、“Thank you for not ～ ing”の形になる。 

＜例＞ Thank you for not eating that. （それを食べないでくれてありがとう） 
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