
新出単語・フレーズ （第 5回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 
例文 

 

(1) （～の）候補者 【名（可算）】 candidate (for ～) 
He is a good candidate.  

（彼は良い候補者です） 

(2) （レストランなどの）メニュー 【名（可算）】 menu 
Where is the menu?  

（メニューはどこですか？） 

(3) 芸術家 / 美術家 / 画家 【名（可算）】 artist 
She is a famous artist.  

（彼女は有名な芸術家です） 

(4) タクシー 【名（可算）】 taxi 
Let’s take a taxi.  

（タクシーに乗りましょう） 

(5) 賃借する / 賃貸する / 家賃 
【名（不可算）】 

【動】 
(1)rent 

I want to rent a car.  

（私は車を借りたいです） 

(6) 雇う / 雇用する  【動】 hire 
Who should we hire?  

（誰を雇うべきでしょう？） 

(7) ひどい / 非常に悪い / 恐ろしい 【形】 terrible 
My test was terrible.  

（私のテストは非常に悪かったです） 

(8) 最後に / ついに / やっと 【副】 finally 
We finally found the truth.  

（私たちはついに真実を見つけました） 

(9) 幸いにも / 幸いに 【副】 (2)fortunately 
I could fortunately finish it in time.  

（私は、幸運にも時間通りに終わらせることができました） 

(10) 不幸にも / 不運にも / あいにく 【副】 unfortunately 
She unfortunately lost the game.  

（彼女は不運にも試合に負けました） 

(1) rent と borrow の使い分けは基本的に「お金が支払われているかどうか？」でされる。「お金を払って借りる場合 ＝ rent」が使われ、「お金を支払わず後で

返す予定の場合 ＝ borrow」使われる。ただし、「お金自体を借りる場合＝borrow」となる（例： Can I borrow some money?） 

(2) fortunately と似た意味で luckily (lucky + ly) という副詞もある。 
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(11) 実際に / 実際は / 現に / 実は 【副】 actually 
He actually said “yes.”  

（彼は、実は「はい」と言いました） 

(12) 興味深いことに / おもしろいことに 【副】 interestingly 
He speaks more interestingly than I do.  

（彼は私よりも興味深く話します） 

(13) 特に / とりわけ / 特別に 【副】 (4)especially 
It is especially hot today. 

（今日は特に暑いです） 

(14) 更に / そのうえ / 加えて 【副】 additionally 

(3)Additionally, he is lazy.  

（彼は更に怠慢です） 

(15) それなら 【副】 (5)then 
What do you want to eat then?  

（それなら何が食べたいのですか？） 

(16) ～に反対して / ～に反抗して 【前】 against 
I’m against him.  

（私は彼に反対です） 

(17) まず第一に  ― (6)first of all 
(3)First of all, you need to finish this.  

（まず、あなたはこれを終わらせる必要があります） 

(18) 例えば ― for example 

(3)For example, I like soccer.  

（例えば、私はサッカーが好きです） 

(19) たまたま～する / 偶然 ～する ― happen to 
I happened to see him at the station.  

（私は、彼をたまたま見かけました） 

(20) ～のはず / ～するはず /          

～することになっている 
― be supposed to 

You were supposed to clean up your room.  

（あなたは、あなたの部屋を掃除するはずでした） 

(3) additionally / first of all / for example は、基本的に文頭で使われる（詳しい解説は Lesson 1で）。 

(4) especiallyは、when / if といった接続詞の前につけることもできる。 ＜例＞ You can use a taxi especially when you don’t have time.  

(5) 「その時」という意味の then と同じ単語。 

(6) first of allではなく、first だけでも使われることがある。   
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