
新出単語・フレーズ （第 7回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) 旅行 / 旅 【名（可算）】 trip 
Have a nice trip.  

（良い旅行を） 

(2) コンビニエンスストア（コンビニ） 【名（可算）】 convenience store 
Is that a convenience store? 

（あれはコンビニですか？） 

(3) 緊急事態 / 非常時 
【名（不可算）】 

（具体的には可算） 
emergency 

It’s an emergency.   

（緊急事態です） 

(4) 報告書 / 報告する  
【名（可算）】 

【動】 
report 

Where is your report?  

（あなたの報告書はどこですか？） 

(5) 夢 / 夢を見る 
【名（可算）】 

【動】 
dream 

He has a big dream.  

（彼には大きな夢があります） 

(6) 戦争 
【名（不可算）】 

（具体的には可算） 
war 

They didn’t use guns during the war.  

（戦争の間、彼らは銃を使いませんでした） 

(7) 力 / （無理に）～させる 
【名（不可算）】 

【動】 
(1)force 

He forced me to do this.  

（彼は私に無理やりこれをさせました） 

(8) コミュニケーションを取る  【動】 communicate 
You should communicate with your students.  

（あなたはあなたの生徒たちとコミュニケーションを取るべきです） 

(9) 推薦する / 推奨する  【動】 recommend 
I recommend this movie.  

（私はこの映画を推薦します） 

(10) 許す / 許可する  【動】 (2)allow 
My mother didn’t allow me to eat snacks. 

（母は私にお菓子を食べさせてくれませんでした） 

(1) be forced (to ～) = 無理やり～させられる ＜例＞ I was forced to work. （私は無理やり働かされた） 

(2) be allowed (to ～) = （～することを）許す ＜例＞ You are not allowed to do this. （あなたはこれをするのは許されていません） 
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(11) 結婚する  【動】 (3)marry 
She didn’t want to marry him.  

（彼女は彼と結婚したくありませんでした） 

(12) 叫び声をあげる / 大声で叫ぶ / どなる 【動】 yell 
Don’t yell at me.  

（私に叫ばないで） 

(13) 混乱させる / 分かりにくくする 【動】 (4)confuse 
This question is confusing.  

（この問題は混乱させます） 

(14) 出席する / 参列する 【動】 attend 
You need to attend that meeting. 

（あなたはあの会議に出席する必要があります） 

(15) （～を）卒業する 【動】 graduate （from～） 
I graduated from high school.  

（私は高校を卒業しました） 

(16) 話し合う / 議論する 【動】 discuss 
We should discuss it later.  

（私たちはあとでそれを話し合うべきです） 

(17) 謝罪する / 謝る 【動】 apologize 
You don’t need to apologize.  

（あなたは謝る必要ないです） 

(18) 簡単に述べる / 言及する 【動】 mention 
She didn’t mention you.  

（彼女はあなたについては言及しませんでした） 

(19) （～に）怖がって / おびえている  【形】 scared (of ～) 
Why are you scared?  

（あなたはなぜ怖がっているのですか？） 

(20) 電話で  ― on the (tele)phone 
She is talking on the phone.   

（彼女は電話で話しています） 

(3) 「結婚する」という意味で、get married という表現もよく使われるが、これは「結婚している状態になる」という意味。また「married （形）＝結婚している」という単

語もある。 ＜例＞ She is married. （彼女は結婚しています） 

(4) 「be confused = 混乱している状態にある」 ＜例＞ I’m very confused. （私はとても混乱しています）  
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