
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) 文章 / 書類  【名（可算）】 document 
Why do we need this document?  

（なぜ私たちはこの書類が必要なのですか？） 

(2) じゅうたん / カーペット 【名（可算）】 carpet 
I like this carpet.  

（私は、このカーペットが好きです） 

(3) 腕 
【名（可算）】 

 
arm 

His arms are long.  
（彼の腕は長いです） 

(4) メッセージ / 伝言 【名（可算）】 message 
I left a message 1for him.  

（私は彼に伝言を残しました） 

(5) 製品 / 作品 【名（可算）】 product 
I like their new product.  
（私は彼らの新しい製品が好きです） 

(6) グラス / ガラス  
【グラス＝名（可算）】 

【ガラス＝名（不可算）】 
glass Can I have a glass of water?  

（グラス一杯の水をもらえますか？） 

(7) 結果 / 結末 
【名（不可算）】 

（具体的には「可算」） 
result 

What was the result?  
（結果はどうだったのですか？） 

(8) 制服 
【名（不可算）】 

（具体的には「可算」） uniform 
I don’t our school uniform.  
（私は、私たちの制服が好きではないです） 

(9) ワイン 【名（不可算）】 wine 
I like wine.  

（私はワインが好きです） 

(10) ビジネス / 商業 / 仕事 【名（不可算）】 business 
Our business is not successful.  

（私たちのビジネスは成功していません） 

(1) 基本的に「伝言を～に残す」という場合は、leave a message for と前置詞は for になる。 
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(11) 費用 / コスト / 値段がかかる 
【名（可算）】 

【動】 
cost 

How much does it cost?  
（それは、いくらするのですか？） 

(12) ひっつかむ / ひっ捕まえる / 捕まえる 【動】 grab 
He grabbed my arm.   

（彼は私の腕をつかみました） 

(13) 救う / 救助する /  
（金・ものなどを） 蓄える / とっておく 

【動】 save 
I need to save some money.  

（私はいくらかお金を蓄えておく必要があります） 

(14) 分ける / 分配する / 共有する 【動】 share 
You need to share your toys with her.  

（あなたは、あなたのおもちゃを彼女と一緒に使う必要があリます） 

(15) リラックスする / 力をぬく / 落ち着く 【動】 relax 
Relax. You will be fine.  

（落ち着いて。あなたは大丈夫だろうから） 

(16) 孤独な / ひとりぼっちの 【形】 lonely 
I’m not lonely.  

（私は独りぼっちではないです） 

(17) ～でさえも / ～ですら 【副】 even 
Even my son could do it.  

（私の息子ですらできました） 

(18) 国外へ・で / 海外へ・で  【副】 abroad 
I like traveling 2abroad.  
（私は国外を旅行するのが好きです） 

(19) 十二分で・に / 必要以上で・に ― more than enough 
That’s more than enough.  

（それは必要以上です） 

(20) ～の 1 つ / 1 人 / 1 冊 など ― one of the the / 所有格 3～ 
He is one of my friends.  

（彼は私の友だちの一人です） 

(2) abroad は、副詞なので to abroad などにはならないので注意。 ＜例＞ I want to go to abroad. = × 

(3) ～の部分には、基本的に複数形が入るので注意。 
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