新出単語・フレーズ （第 11 回）
日本語

品詞

英単語・フレーズ

(1) （人間以外の）動物 / けだもの

【名（可算）】

animal

(2) カード

【名（可算）】

card

(3) カレンダー

【名（可算）】

calendar

(4) （外出用の）コート

【名（可算）】

coat

(5) 電話

【名（可算）】

/
telephone

(6) コンテスト / 競争

【名（可算）】

contest

(7) ボート（屋根なしの小型船）

【名（可算）】

boat

(8) エアコン

【名（可算）】

air conditioner

(9) 住所 / アドレス

【名（可算）】

address

【名（不可算）】
（具体的には「可算」）

difference
(between A and B)

(10) （A と B の）違い

(2)phone

例文
She likes animals.
（彼女は動物が好きです）

Is this your

card?

（これはあなたの ID カードですか）

I like this calendar.
（私はこのカレンダーが好きです）

How much is this coat?
（このコートはいくらですか）

Her phone is new.
（この電話は新しいです）

How was the art contest?
（美術コンテストはどうでしたか）

Is that your boat?
（あれはあなたのボートですか）

I want a new air conditioner.
（私は新しいエアコンがほしいです）

What is your email address?
（あなたのメールアドレスは何ですか）

What is the difference?
（違いは何ですか）

(1) card の前に ID や birthday といった名詞を（形容詞のように）足すことで詳しい説明が足される場合がある。
＜例＞ ID card （ID カード）

(1)ID

birthday card （誕生日カード）

(2) 携帯電話は cell phone / mobile phone といった表現があるが、最近は phone だけになってきている。
また「電話中」というのは、on the phone というフレーズになる。 ＜例＞ She is on the phone now. （彼女は今電話中です）

日本語

品詞

英単語・フレーズ

(11) プレイヤー / 選手 / 競技者

【名（可算）】

(3)player

(12) 歌手 / 歌う人

【名（可算）】

(3)singer

【名（不可算）】
【動】

love

(14) 選ぶ / 選択する

【動】

choose

(15) 始める / 開始する

【動】

(4)begin

(16) 見つけ出す / 探し出す

【動】

find

(17) 売る / 売却する

【動】

sell

(18) 静かな / 穏やかな

【形】

quiet

【名（不可算）】
【形】

fun

(13) 愛 / 愛する / 大好き / かわいがる

(19) 楽しみ / 面白いこと / 楽しい
(20) たくさんの

―

(5)a

例文
Who is your favorite soccer player?
（あなたのお気に入りのサッカー選手は誰ですか）

Who is that singer?
（あの歌手は誰ですか）

I love this writer.
（私はこの作家が大好きです）

You need to choose one drink.
（あなたは飲み物を 1 つ選ぶ必要があります）

When do you want to begin this?
（いつあなたはこれを始めたいですか）

He needs to find a job.
（彼は仕事を見つける必要があります）

Why do you want to sell your car?

lot of

(3) 英語では動詞の最後に er をつけて「～する人」とすることが多い。 ＜例＞ dance → dancer （ダンサー）

（なぜあなたはあなたの車を売りたいのですか）

Everyone is quiet.
（みんな静かです）

That party was fun.
（そのパーティーは楽しかったです）

We need a lot of chairs.
（私たちにはたくさんの椅子が必要です）

work → worker （労働者）

(4) begin は、start とほとんど同じ意味で使われる（begin の方が多少堅い表現。「機械を作動させる」「ビジネスを始める」という意味では start が使われる）
(5) a lot of は、「可算名詞」と「不可算名詞」の両方に使えるため、many と much の両方の意味で使える。ただし、多少口語的。
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