
新出単語・フレーズ （第 1回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) 同僚 【名（可算）】 colleague 
How are your colleagues?  

（あなたの同僚たちはどうですか？） 

(2) 【原稿など】（～の）締め切り/ 最終期限 【名（可算）】 deadline （for ～） 
When is the deadline?  

（締め切りはいつですか？） 

(3) （弁護士などの）依頼人 / クライアント 【名（可算）】 client 
He is our client.  

（彼は、私たちの依頼人です） 

(4) 討論 / 話し合い / 議論 
【名（不可算）】 

（具体的には「可算」） 
discussion 

We had a great discussion.  

（私たちは素晴らしい議論をしました） 

(5) 皮 / レザー / 皮の / レザーの 
【名（不可算）】 

【形】 
leather 

His leather jacket looks cool.  

（彼の皮のジャケットはカッコいいです） 

(6) 許可 【名（不可算）】 permission 
She used it without permission.   

（彼女は許可なしにそれを使いました） 

(7) 研究 / 研究をする  
【名（不可算）】 

【動】 
research  

His research sounds interesting.  

（彼の研究は興味深くきこえます） 

(8) 出版する / 発行する 【名（可算）】 publish 
I want to publish a book.  

（私は本を出版したいです） 

(9) （名） 種類 / 型 / タイプ 

    （動） （パソコンなどで）タイプする  

【名（可算）】 

【動】 
type 

Did you type this?  

（あなたがこれをタイプしたのですか？） 

(10) 浪費 / 浪費する  
【名（不可算）】 

【動】 
(1)waste 

Don’t waste food.  

（食べ物を無駄にしないで） 

(1) 基本的には不可算名詞だが a waste of ～ の形で「～の無駄」という意味になる。 

    ＜例＞ That is a waste of money. （それはお金の無駄 
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(11) スキーをする 【動】 ski 
Do you like to ski?  

（あなたはスキーをするのが好きですか？） 

(12) ダウンロードする 【動】 download 
What did you download?  

（あなたは何をダウンロードしたのですか？） 

(13) 個人の / 一身上の / 個人的な 【形】 personal 
Don’t ask (2)personal questions.  

（個人的な質問はしないで） 

(14) シンプル / 単純な / 簡単な 【形】 simple 
Your essay is too simple.  

（あなたのエッセイは単純すぎます） 

(15) オンライン上に（で） 
【形】 

【副】 
online 

It is an online class.  

（それはオンライン授業です） 

(16) 最低でも ― at least 
I need at least three more people.  

（私たちは最低でもあと 3人必要です） 

(17) ～を聞いたことがある /  

（有名人など面識はないが）知っている 
― have heard of ~ 

Have you heard of Ichiro?  

（イチローを知っていますか？） 

(18) ～自身（私自身 / 彼ら自身など） ― 
(3)〇〇self /  

（複数）△△selves 

He was talking to himself.  

（彼は独り言を言っていました（彼自身に話かけていました）） 

(19) （はい、）どうぞ ― 
Here you go /  

Here you are 

Do you want it? Here you go.  

（それが欲しいのですか？どうぞ） 

(20) 出張 ― business trip 
He is (4)on a business trip.  

（彼は出張中です） 

(2) 「プライベートな質問」は、基本的に personal question と言う。 

(3) 〇〇や△△の部分には、基本的に代名詞が入りますが。   

私自身 = myself / あなた自身 = yourself / 彼自身 = himself / 彼女自身 = herself  

私たち自身 = ourselves / あなたたち自身 = yourselves / 彼ら・彼女ら・それら自身 = themselves  

(4) be on a business trip ＝ 出張中      go on a business trip ＝ 出張中       
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