
新出単語・フレーズ  

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) （商店などで買い物する）客 【名（可算）】 customer 
He is our important customer.  

（彼は私たちの重要なお客さんです） 

(2) フォーク 【名（可算）】  fork 
I like this fork.  

（私はこのフォークが好きです） 

(3) スプーン / さじ 【名（可算）】 spoon 
Is this your spoon?  

（これはあなたのスプーンですか） 

(4) 機械 / 機械装置 【名（可算）】  machine 
What is this machine? 

（この機械は何ですか） 

(5) 薬 / 医学  【名（不可算）】 medicine 
When do I need to (1)take this medicine?  

（私はいつこの薬を飲めば良いのですか） 

(6) 未来 / 将来 【名（不可算）】 (2)future 
I don’t know about the future.  

（私は将来のことは分かりません） 

(7) 光 / 明かり  
【名（不可算）】 

（「明かり」は可算） 
light 

This light is bright.  

（この光は明るいです） 

(8) アイスクリーム 【名（不可算）】 ice cream 
She likes this ice cream.  

（彼女はこのアイスクリームが好きです） 

(9) 見る / 会う  【動】  
(3)see 

I want to see his pictures.  

（私は彼の写真を見たいです） 

(10) 友好的な 【形】  friendly 
She is friendly.  

（彼女は友好的です） 

(1) 「薬を飲む」という場合、動詞は take が使われる。 

(2) 通常 the future の形で使われる。また「将来は」という意味で使う場合は in the future となる。  

(3) 「見る」という意味のwatch と see の違い： 「watch = 動いているものなどを一定の時間見る」 「see = 目で何かを認識する」 

    「会う」という意味の meet と see の違い： 「meet = 初めて会う / 予約など約束をして会う」 「see = 2回目以降会う / 予約あり・なし関係なしに会う」 
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(11) （～に）怒って / 腹を立てて 【形】 angry (with ～) 
He was very angry.  

（彼はとても怒っていました） 

(12) （～に）遅れた / 遅れて  
【形】 

【副】 
late (for~) 

I was late for work.  

（私は仕事に遅れました） 

(13) もっと多い / もっと（多く） 
【形】 

【副】 
more 

He wants to eat more.  

（彼はもっと食べたがっています） 

(14) ～すぎる / あまりに～ 【副】 too 
I am too tired.  

（私は疲れすぎている） 

(15) 共に / 一緒に 【副】 together 
We were together yesterday.  

（私たちは昨日一緒でした） 

(16) 屋内へ（で） / 内部に（へ） 
【副】 

【前】 
inside 

I want to go inside the building.  

（私は建物の中に行きたいです） 

(17) 外に / 屋外へ（で） / 外部に（へ） 
【副】 

【前】 
outside 

Do you want to go outside?  

（あなたは外に行きたいですか） 

(18) （2つ）の間に（の、で） 【前】 between 
I am free between two and three.  

（私は 2時と 3時の間は暇です） 

(19) いつも / その間ずっと ― all the time 
Does he come here all the time?  

（彼はいつもここに来るのですか） 

(20) 私は「文」 だと思う ― (4)I think + 文. 
I think he is a good teacher.  

（私は彼が良い先生だと思います） 

(4) 「I think + 文」以外でも「I know + 文」や「I remember + 文」の形でも使用可。また「～だと思いません」「～とは知りません」など否定文を作る際は「I do 

not (don’t) think ＋文」「I do not (don’t) know + 文」の形になり、疑問文は「Do you think + 文？」「Does he know + 文？」となる。 

   ＜例＞ She knows I am a doctor.                （彼女は私が医者のことを知っています） 

        He doesn’t think I am smart.             （彼は私が賢いとは思っていません） 

        Do you know Ken is a famous musician? （ケンが有名な音楽家だということを知っていますか） 
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