
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) 写真家 【名（可算）】 (1)photographer 
My brother is a photographer.  

（私の兄は写真家です） 

(2) 中心 / 中心点 /(2)（施設と意味の）センター 【名（可算）】 center 
Where is the center of the map?  

（地図の中心はどこですか？） 

(3) 円  【名（可算）】 circle 
Draw a circle here.  

（ここに円を描いて） 

(4) 演奏 / 演技 / パフォーマンス 【名（可算）】 performance 
His performance was good.  

（彼の演技は良かったです） 

(5) 電子レンジ 【名（可算）】 
microwave / 

microwave oven 

Can I use the microwave oven?  

（電子レンジを使っていいですか？） 

(6) 討論する / ディベートする / 討論 

【名（不可算）】 

（具体的には可算） 

【動】 

debate 
We had a great debate (3)on this topic.  

（このトピックについて素晴らしいディベートを行いました） 

(7) 疑い / 疑う 
【名（可算）】 

【動】 
doubt 

I doubt that he is telling the truth.  

（私は彼が真実を語っていることを疑っています） 

(8) 返信 / 返事 / 返信する / 返事をする  
【名（可算）】 

【動】 
reply 

You should reply to his email.  

（彼のメールに返信するべきです） 

(9) 不平を言う / 愚痴を言う  【動】 complain 
She always complains about her boss.  

（彼女はいつも彼女の上司について愚痴を言っています） 

(10) 集中する 【動】 concentrate 
You need to concentrate.  

（あなたは集中する必要があります） 

(1) photograph / photo で「写真」という意味になる（picture には写真だけでなく、絵や絵画という意味があるが、photograph / photo にはない）。 

(2) 通常 the center と使われる（中心は 1つしかないため）。 

(3) 「～について」という場合、前置詞は on / about が使われる。  
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(11) ～に頼る / ～に次第である / ～による 【動】 (4)depend (on ～) 
Don’t depend on your parents.  

（両親に頼らないで） 

(12) 恥ずかしい思いをさせる  【動】 (5)embarrass 
I was really embarrassed.  

（私は本当に恥ずかしい思いをしました） 

(13) （絵、グラフ、状況などを）説明する  【動】 (6)describe 
I couldn’t describe my feelings.  

（私は、私の感情を説明できませんでした） 

(14) （～の）ふりをする  【動】 pretend 
She pretended that she was sick.  

（彼女は病気のふりをしました） 

(15) 意見が合わない / 一致しない / 同意しない 【動】 disagree 
He disagreed with me.  

（彼は私と意見が合いませんでした） 

(16) 証明する 【動】 prove 
It is hard to prove it.  

（それを証明するのは難しいです） 

(17) 前の / 以前の  【形】 previous 
We talked about it in the previous meeting.  

（私たちは前回の会議でそれについて話しました） 

(18) 非常に / たいへん / 完全に  【形】 quite 
The book was quite interesting.  

（本はとても興味深かったです） 

(19) ～によると / ～によれば ― (7)according to  
According to Takeshi, Bob is sick.   

（タケシによると、ボブは病気です） 

(20) 全く分からない ― have no idea 
I have no idea (8)what he is talking about.  

（彼が何を話しているのか、私には全く分からないです） 

(4) depend on + 間接接疑問文 の形は、よく使われる。＜例＞ It depends on where you want to go. （あなたがどこに行きたいかによります） 

(5) interest のように「be embarrassed ＝恥ずかしい思いをする」「embarrassing ＝恥ずかしい」という形でよく使われる。  

(6) explain は、理由 / 意味など分析するといった意味。 

(7) よく According to 〇〇, ～. の形で使われる。 

(8) よく I have no idea +間接疑問文 の形が使われる。 
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