新出単語・フレーズ （第 2 回）
日本語

品詞

英単語・フレーズ

(1) メンバー / 一員 / 委員

【名（可算）】

member

(2) 村 / 村落

【名（可算）】

village

(3)

(1)弟

/ 妹

【名（可算）】

younger brother
younger sister

I have two younger brothers.

(4)

(1)兄

/ 姉

【名（可算）】

older brother
older sister

Where is your younger sister?

(5) 休暇 / 休み

【名（可算）】

vacation

(6) 川

【名（可算）】

river

(7) 植物

【名（可算）】

plant

(8) 終わり/ 最後 / 終わる

【名（可算）】
【動】

end

(9) 経験 / 経験する

【名（不可算）】
（具体的には可算）

experience

【動】
(10) 修理する / 直す

【動】

fix

(1) brother （弟・兄）や sister （妹・姉）だけでは、区別がつかないため、はっきりさせるさいに younger / older を付ける。
(2) 「経験を得る（する）」という場合、動詞は主に have が使われる。

例文
He was a member of the team.
（彼はチームのメンバーでした）

It is a small village.
（それは小さな村です）

（私には 2 人弟がいます）

（あなたの妹はどこ？）

How was your summer vacation?
（あなたの夏休みはどうだった？）

That is a big river.
（それは大きな川です）

What is the name of this plant?
（この植物の名前は何ですか？）

How did the movie end?
（どのように映画は終わったの？）

We

(2)had

a great experience.

（私たちは素晴らしい経験を得ました）

Can you fix this machine?
（この機械を直せる？）

日本語

品詞

英単語・フレーズ

(11) 意味する / 意味を表す

【動】

(3)mean

(12) （飲食物を）（食卓に）出す

【動】

serve

(13) 大声の / 騒々しい / うるさい

【形】

loud

(14) 普通の / 標準の

【形】

normal

(15) 悲しい

【形】

sad

(16) 特別な

【形】

special

(17) 込み合った / 満員の

【形】

crowded

(18) かわいらしい / 可憐な
(4)かなり / ずいぶん / とても

【形】
【副】

pretty

(19) ～を使い果たす / ～を切らす

―

run out of ～

(20) ～の最後 / ～の終わり

―

(5)the

end of ～

例文
What does it mean?
（それはどういう意味ですか？）

What time will we serve dinner?
（何時に我々は夕食を出すのですか？）

The classroom was very loud.
（教室はうるさかったです）

This is not a normal ball.
（これは普通のボールではないです）

It was a sad story.
（それは悲しいお話でした）

We will have a special dinner.
（私たちは特別な夕食がある予定です）

The train was crowded.
（電車混んでいました）

Your essay looks pretty good.
（あなたのエッセイはかなりよく見えます）

We’re running out of food.
（私たちは食べ物が切れそうです）

I have to finish this by the end of the week.
（週の終わりまでに、私はこれを終わらせないといけません）

(3) think / know のように、“I mean + 文” や “Do you mean + 文?”という形でもよく使われる。
＜例＞ Do you mean you want to quit your job? （あなたは仕事を辞めたいという意味ですか？）
(4) かなり / ずいぶん / とても という意味は、very と同じような使い方がされる。
(5) “by the end of ~” （～の最後までに / ～の終わりまでに）や “at the end of ~” （～の最後に/～の終わりに）という形でよく使われる。
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