
新出単語・フレーズ （第 9回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) 誰も～ない  【代】 (1)nobody / no one 
Nobody is here.  

（誰もここにいません） 

(2) 計画 / 企画 / プロジェクト 【名（可算）】 project 
What is the name of the project?  

（プロジェクトの名前は何ですか？） 

(3) トピック / テーマ / 話題 【名（可算）】 topic 
What is today’s topic?  

（今日のトピックは何ですか？） 

(4) 目 【名（可算）】 eye 
She has big eyes.  

（彼女の大きいです（彼女は大きな目を持っています） 

(5) 技術者 / エンジニア 【名（可算）】 engineer 
I want to be an engineer.  

（私はエンジニアになりたいです） 

(6) 健康 / 健康状態 【名（不可算）】 (2)health 
You should worry about your health.  

（あなたはあなたの健康を心配するべきです） 

(7) 推測する / （～だと）思う / 推測 
【名（可算）】 

【動】 
(3)guess 

I just guessed.   

（私はそれを勘で答えました） 

(8) 交換する / 取り替える / 交換 
【名（不可算）】 

【動】 
exchange 

We didn’t exchange our phone numbers  

（私たちは電話番号を交換しませんでした） 

(9) （～に）気づく  【動】 (3)notice 
I think she noticed something.  

（彼女は何かに気づいたと思います） 

(10) 不思議に思う / ～でしょう 【動】 (3)wonder 
I wonder what happed to him.  

（彼に何が起きたのでしょう） 

(1) nobody / no one は、ほぼ同じ意味で使われるが、no oneの方が、堅い表現とされている。 

(2) health は名詞だが、health problem （健康上の問題）のように形容詞のような働きをすることがある。 

(3) guess は think より確証の低い「思う」という意味。また、guess / notice / wonder には「間接疑問文」や“I guess / notice / wonder + 文”の形でよく使われる。 

   <例＞ I guess she was right. （彼女は正しかったと思います）      I wonder why he is here. （彼はなぜここにいるのでしょう） 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(11) 許す / 大目に見る 【動】 forgive 
She will never forgive me.  

（彼女は私を絶対に許さないでしょう） 

(12) （～に対して）（声を出して）笑う / 笑い 【動】 laugh （at ～） 
She laughed at me.  

（私は彼女に笑われました） 

(13) 生き残る / 生き延びる 【動】 survive 
How did he survive?  

（彼はどうやって生き延びたのですか？） 

(14) 所有する / 自分自身の  
【動】 

【形】 
own 

Do you own this house?  

（あなたがこの家を所有しているのですか？） 

(15) 独立した  【形】 independent 
She is very independent.  

（彼女はとても独立しています） 

(16) 複雑な / 分かりにくい 【形】 (3)complicated 
This problem is very complicated.  

（この問題はとても複雑です） 

(17) そのほかの / そのほかに 
【形】 

【副】 
(4)else 

What else do you need?  

（ほかに何が必要なのですか？） 

(18) いつか / そのうち / 近々 【副】 (5)sometime 
I want to meet her sometime.  

（私はいつか彼女に会いたいです） 

(19) 眠りに落ちる ― fall asleep 
I fell asleep during the class.  

（私は授業中に眠りに落ちてしまいました） 

(20) 意味をなす / 意味がわかる ― make sense 
Does it make sense?  

（それは意味がわかりますか？） 

(3) complicate ＝ 複雑にする（動） 

(4) 疑問詞＋else の形でよく使われる。 

(5) 「時々」という意味の sometimes と間違えないように注意。 
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