
新出単語・フレーズ （第 8回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) 何か / ある事 / あるもの 【代】 (1)something 
Something is wrong.  

（何かがおかしいです） 

(2) ある人 / だれか 【代】 someone / somebody 
Someone did this. 

（誰かがこれをやりました） 

(3) （肯定文）だれでも 

   （否定文）だれも 

   （疑問文）誰か 

【代】  
(2)anyone / anybody 

Does anyone know her?  

（誰か彼女を知っていますか） 

(4) 生まれ故郷（の町） 【名（可算）】 hometown 
My hometown is Sendai.  

（私の故郷は仙台です） 

(5) 冷蔵庫 【名（可算）】 refrigerator 
That is a big refrigerator.  

（あれは大きな冷蔵庫です） 

(6) ワークシート / 練習問題用紙 【名（可算）】 worksheet 
Where is my worksheet? 

（私のワークシートはどこですか） 

(7) プリント  【名（可算）】 handout 
I got many handouts. 

（私はたくさんのプリントを手に入れました） 

(8) 駐車場 【名（可算）】 
parking area /  

parking lot 

Is this a parking lot?  

（これは駐車場ですか） 

(9) イベント / 行事 / 出来事 【名（可算）】 event 
We had a big event last week.  

（私たちには大きなイベントが先週ありました） 

(10) お椀 / お茶椀 / ボウル 【名（可算）】 bowl 
How many bowls do you need?  

（お椀はいくつ必要なのですか） 

(1) something/someone/anyone などは、全て 3人称単数扱い。 

(2) 肯定文の例： Anyone can do this. （誰でもこれができます）  否定文の例： I don’t know anyone. （私は誰も知りません） 

 



 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(11) （料理を運ぶための）大きなお皿 /  

（お皿に盛った）料理 
【名（可算）】 dish 

Wash the dishes.  

（お皿を洗いなさい） 

(12)（運ばれてきた料理をよそう）お皿 【名（可算）】 plate 
Do you need a plate?  

（お皿は必要ですか） 

(13) （～の）種類 【名（可算）】 (3)kind (of ~) 
He can play many kinds of sports.  

（彼はたくさんのスポーツをすることができます） 

(14) ショー（見せること） / 展示 / 見せる  
【名（可算）】 

【動】 
show 

It was a great show.  

（それは素晴らしいショーでした） 

(15) （女性に対しての）男性（の） / 男子（の） 
【名（可算）】 

【形】 
male 

We have many male students.  

（私たちにはたくさんの男子生徒がいます） 

(16) （男性に対しての）女性（の）/女子（の） 
【名（可算）】 

【形】 
female 

She is the only female teacher.  

（彼女が唯一の女性教員です） 

(17) パン  【名（不可算）】 (4)bread 
I like bread.  

（私はパンが好きです） 

(18) 到着する / 着く 【動】 (5)arrive 
We arrived in Japan yesterday.  

（私たちは日本に昨日到着しました） 

(19) 取りそこなう / 取り逃がす / 乗りそこなう 【動】 miss 
Did you miss the train?  

（あなたは電車に乗りそこなったのですか） 

(20) 健康な / 健全な / 健康に良い 【形】 healthy 
He is very healthy.  

（彼はとても健康です） 

(3) 基本的に、kind of 単数形・不可算名詞 か kinds of 複数形 の形になる。 ＜例＞ What kind of movie do you like? （どの種類の映画が好きですか） 

(4) 数える時は a slice of bread （1枚のパン） や a piece of bread （ひとかけらのパン）などが使われる。また、焼いたパンは toast （不可算）となる。 

(5) arrive の後には at や in が良く使われる。使い分けは「前置詞」に注目。arrive at は「駅」「空港」などに到着する時に使われる。arrive in は「市町村」「国」などに到

着した時に使われる。 

   ＜例＞ I arrived at the station 10 minutes ago. （私は 10分前に駅に着きました）   He arrived in Japan yesterday. （彼は昨日日本に着きました） 
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