
新出単語・フレーズ （第 3回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) （有名人などの）ファン /  

扇風機 / うちわ 
【名（可算）】 fan 

I am a fan 1of Lady Gaga.  

（私はレディー・ガガのファンです） 

(2) 城  【名（可算）】 castle 
What is the name of that castle?  

（あのお城の名前は何ですか？） 

(3) 島  【名（可算）】  island 
That island is small.  

（あの島は小さいです） 

(4) 財布 / お札入れ 【名（可算）】 wallet 
My wallet is cheap.  

（私の財布は安いです） 

(5) （音楽の）バンド / 楽団 【名（可算）】 band 
That band is popular in Japan.  

（あのバンドは日本で人気があります） 

(6) 1かけらの / 1枚 / 1個 / 部品 【名（可算）】 piece 
I need a piece 2of paper.  

（あの鳥は飛べません） 

(7) チーズ 【名（不可算）】 cheese 
I don’t like that cheese.  

（私はあのチーズが好きではないです） 

(8) ガム 【名（不可算）】 gum 
That gum is cheap. 

（あのガムは安いです） 

(9) 失敗する / しくじる /  

（試験などに）落ちる 
【動】 fail 

I failed my test.  

（私は、私のテストに落ちました） 

(10) 通っていく / 通り過ぎる / 

    （試験などに）合格する / （食卓などで）渡す 
【動】 pass 

Can you pass me the *salt?  

（塩を私にくれますか）  *salt = 塩 

1. 「〇〇のファン」という場合は、“fan of 〇〇” となる。また「△△（代名詞）のファンです」という場合、△△は所有代名詞になる。  

＜例＞ I am a big fan of yours. （私はあなたの大ファンです） 

2. 「〇〇の 1つ」という場合「a piece of 〇〇」となる（〇〇には不可算名詞が入ることが多い）。 
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(11) 心配する / 気にかける / 気にする 【動】 care 
I don’t care.  

（私は気にしないよ） 

(12) （子供・品物などが）かわいい 【形】 cute 
That dog is cute.  

（あの犬はかわいいです） 

(13) 厚い / 厚手の 【形】 thick 
This book is very thick.  

（この本はとても厚いです） 

(14) 薄い / 厚みのない 【形】 thin 
That textbook is thin.  

（あの教科書は薄いです） 

(15) それぞれの / 各自の / 各 【形】 each 
Each student will need a pen.  

（各生徒、ペンが必要になるでしょう） 

(16) 離れて / あちらに / 去って 【副】 away 
Go away.   

（あっちに行って） 

(17) 1度 / 1回 / 1倍 【副】 once 
I’ll tell you this only once.  

（一度しかあなたに言わないですよ） 

(18) 2度 / 2回 / 2倍 【副】 twice 
I need to do this twice a day.   

（私はこれを毎日 2回する必要があります） 

(19) （3以上に対して）～度 / ～回 / ～倍 ― 3~ times 
I read it three times.  

（私は、それを 3回読みました） 

(20) ～回より多く ― more than 4～（回数） 
I read this more than five times.  

（私はこれを 5回よりも多く読みました） 

3. 基本的に~ times は、3以上の数に使われるが、twice の代わりに two times と使われることもある。 

4. more than ～は、「～以上」という意味ではなく、～の回数は含まれないので注意（例えば、more than five times は 5は含まれない（5回以上という意味ではない））。 
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