新出単語・フレーズ（第 11 回）
日本語

品詞

英単語・フレーズ

(1) アパートの一室 / 賃貸マンションの一室

【名（可算）】

(1)apartment

(2) 携帯電話

【名（可算）】

(3) 発表 / プレゼンテーション

【名（可算）】

mobile phone

（携帯電話を持っていますか）

presentation
way

(5) 約束 / 約束する

【名（可算）】
【動】

promise

(6) 計画 / 計画する

【名（可算）】
【動】

plan
（過去形： planned）

【名（不可算）】
（具体的には可算）
【動】

cause

(8) 微笑み / 微笑む / にっこりする

【名（可算）】
【動】

smile

(9) 試み / 試す / やってみる / しようとする

【名（可算）】
【動】

try

【名（不可算）】
【動】

taste

(1) apartment は、主に米国で用いられる。基本的にアパートの建物は apartment building となる。
(2) プレゼンテーションを「行う」という場合、動詞は give が主に使われる。

（あなたはアパートの 1 室に住んでいるのですか）

Do you have a cellphone?

【名（可算）】

(10) 味 / 味わう / 試食する

Do you live in an apartment?

cell phone /

(4) 道路 / 道 / 方法

(7) 原因 / 原因となる

例文

I will

(2)give

a presentation tomorrow.

（私は明日発表を行う予定です）

We have many ways to do this.
（私たちにはこれをするのにたくさんの方法があります）

What was the promise?
（約束は何だったのですか）

We planned to go to Fukuoka.
（私たちは福岡に行くことを計画しました）

What was the cause of the problem?
（問題の原因は何だったのですか）

She smiled at me.
（彼女は私に微笑みました）

I want to try it.
（私はやってみたいです）

I don’t like the taste.
（私は味が好きではないです）

日本語

品詞

英単語・フレーズ

【名（不可算）】
（具体的には可算）
【動】

sound

(12) 続ける

【動】

continue

(13) （仕事などを）やめる / 断念する

【動】

quit

(14) 決める / 決心する

【動】

decide

(15) 役に立つ / 有益な

【形】

useful

(16) 緊張した / 神経質な / びくびくする

【形】

nervous

(17) 諦める / （習慣などを）やめる

―

give up

(18) ～を探す / ～を得ようと求める

―

look for

(19) （否定文に用いて）全く～でない

―

at all

(20) ～が確かである / ～を確信して

―

be sure (that)

(11) 音 / 音がする / ～に思われる /
～に聞こえる

例文

What was that sound?
（あの音は何だったのですか）

Do you want to continue this?
（あなたはこれを続けたいですか）

Why did you quit your job?
（なぜ仕事を辞めたのですか）

We need to decide our plan.
（私たちの計画を決める必要があります）

That is useful information.
（それは有益な情報です）

Why are you nervous?
（なぜあなたは緊張しているのですか）

Don’t give up yet.
（まだ諦めないで）

What are you looking for?
（あなたは何を探しているのですか）

It was not fun at all.
（それは全く楽しくなかったです）

I’m sure you will be fine.
（あなたは大丈夫だろうと確信しています）
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