
新出単語・フレーズ （第 10回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 
例文 

 

(1) キロメートル 【名（可算）】 kilometer 
I walk two kilometers every day.  

（私は毎日 2キロ歩きます） 

(2) 社長 / 総裁 / 大統領 【名（可算）】 president 
She is the president of the company.  

（彼女は会社の社長です） 

(3) 真夜中（午前 0時） / 真夜中の 
【名（不可算）】 

【形】 
midnight 

He came back home at midnight.  

（彼は真夜中に帰って来ました） 

(4) （お金・時間を）使う / 費やす  【動】 
spend 

（過去形：spent） 

How much money did you spend?  

（どれくらいの額のお金を費やしたのですか） 

(5) 眠い / 眠たがる 【形】 sleepy 
Are you sleepy?  

（あなたは眠たいのですか） 

(6) 興奮させる / ワクワクさせる 【形】 exciting 
That is exciting news.  

（それはワクワクさせるニュースです） 

(7) 無礼な / 失礼な  【形】 rude 
I think he is rude.  

（彼は無礼だと思います） 

(8) 全体の / すべての  【形】 (1)whole 
Tell me the whole story. 

（話すべてを教えて） 

(9) （肯定文で）どこか / どこかに / どこかで  【副】 (2)somewhere 
I want to go somewhere.  

（私はどこかに行きたいです） 

(10) （肯定文）どこにでも / どこへでも 

    （否定文）どこにも  

     （疑問文）どこかへ 

【副】 (2)anywhere 
You can go anywhere.  

（あなたはどこにでも行けます） 

(1) 「何の全体か」ということが文脈で分かる場合が多いため the whole ～ の形で使われることが多い。 

(2) somewhere と anywhere の使い分けは、基本的に some と any の使い分けと同じ。 
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(11)（否定文に用いて）今は～ない / もう～ない 【副】 anymore 
She is not here anymore.  

（彼女はもうここにはいません） 

(12) 周りを / 周りに / （ぐるりと）回って 
【副】 

【前】 
around 

He lives around the station.  

（彼は駅の周りに住んでいます） 

(13) 〜の近く 【前】 (3)near 
Is your school near the post office?  

（あなたの学校は郵便局の近くですか） 

(14) 捨てる / 廃棄する ― (4)throw away 
I want to throw away this TV.  

（私はこのテレビを捨てたいです） 

(15) （〜が）終わる ― be done (with 〜) 
I am done with my homework.  

（私は宿題が終わっています） 

(16) 〜が得意 ― be good at 〜 
She is not good at sports.  

（彼女はスポーツが得意ではないです） 

(17) （人など）◯◯を〜にさせる ― make ◯◯ (5)〜 
His class made me sleepy.  

（彼の授業は私を眠たくさせた） 

(18) 〜の世話をする  ― 
take care of 〜 / 

look after 〜 

Why do I need to take care of him?  

（なぜ私は彼を世話する必要があるのですか） 

(19) 〜について興奮している / ワクワクしている ― be excited about 
I am excited about the concert.  

（私はコンサートが楽しみです） 

(20) 〜に興味がある ― be interested in 
Are you interested in Japanese culture?  

（あなたは日本の文化に興味があるのですか） 

(3) near は、close to と同じような使われ方がされる。 ＜例＞ It is close to the station. = It is near the station. （それは駅の近くです） 

(4) throw 名詞 away の形もよく用いられる。 ＜例＞ Why did you throw it away? （なぜあなたはそれを捨てたのですか） 

(5) 〜には、主に形容詞や動詞が入る。 
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