
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) 入浴  【名（可算）】 (1)bath 
Did you take a bath?  

（入浴したのですか） 

(2) シャワー（を浴びること） / にわか雨 【名（可算）】 (1)shower 
When did you take a shower?  

（いつあなたはシャワーを浴びたのですか） 

(3) （野球）競技場 / スタジアム 【名（可算）】 stadium 
This stadium is big.  

（このスタジアムは大きいです） 

(4) コンサート / 音楽会 / 演奏会 【名（可算）】 concert 
When is the concert?  

（コンサートはいつですか） 

(5) ボランティア / 志願者 【名（可算）】 volunteer 
He is a new volunteer.  

（彼は新しいボランティアです） 

(6) （熱を用いて）料理する 【動】 cook 
What are you cooking?  

（何を料理しているのですか） 

(7) 招待する / 招く 【動】 invite 
Who did you invite? 

（あなたは誰を招待したのですか） 

(8) 説明する 【動】 explain 
Can you explain the problem?  

（問題を説明してくれますか） 

(9) （完全に）閉める / 閉じる 【動】 
(2)shut 

（過去形＝shut） 

Can I shut the window?  

（窓を閉めてもいいですか） 

(10) 動く / 動かす / 引っ越す 【動】 move 
Can you move your right hand?  

（右手を動かせますか） 

(1) 「浴槽」は、bathtub となる。また、米国では bathroom は「浴室」だけでなく「（家の）トイレ」という意味にもなる（お店や公共の場では restroom という言葉

が主に使われる）。また、「お風呂に入る」「シャワーを浴びる」という場合は、take(have) a bath / take(have) a shower という形になる。  

(2) shut と close は似たような意味で使われるが、close は「ただ閉まる」ことを表すのに対し、shut は「完全に閉める」「閉める瞬間の動作」を表したりします。 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 大嫌い / ひどく嫌う / 憎む  【動】 hate 
I hate math.  

（私は数学が大嫌いです） 

(12) 旅行する / （光・音など）進む 【動】 travel 
Do you like to travel?  

（旅行するのは好きですか） 

(13) 心配する  【動】 worry 
Don’t worry.  

（心配しないで） 

(14) 成長する / 育つ  【動】 
(3)grow (up) 

（過去形＝grew） 

I grew up in China.  

（私は中国で成長しました） 

(15) 怠慢な  【形】 lazy 
She is lazy.  

（彼女は怠慢です） 

(16) 恐ろしい / 怖い 【形】 scary 
Was that movie scary?  

（あの映画は怖かったですか） 

(17) もう一つ（一人）の  【形】 (4)another 
I need another computer. 

（私はもう 1台パソコンが必要です） 

(18) 他の / 別の  【形】 (4)other 
I want to see other books.  

（私は他の本も見たいです） 

(19) 真っすぐな / 真っすぐに 
【形】 

【副】 
straight 

Why did you go straight?  

（なぜあなたは真っすぐ行ったのですか） 

(20) （もう）すぐ / まもなく / 早く 【副】 soon 
The movie will start soon.  

（映画はすぐに始まるでしょう） 

(3) grow = （大きさなどが）大きくなる  grow up = （子供が大人になるなどの）成長する。 

(4) another は、「他の 1つ」なのに対し、other は「他のいくつか」なのがポイント。 そのため “another 単数形” や “other 複数形 or 不可算名詞” となる。 

＜例＞Can I have another pen?     Can I talk with other people?      Can I eat other food?  
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