
新出単語・フレーズ （第 2回） 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(1) （～の）大半/ 大部分 【代】 (1)most (of)  
Most of them know who you are.  

（彼らのほとんどはあなたを知っています） 

(2) ドラム / 太鼓 【名（可算）】 drum 
Can you play the (2)drums?  

（あなたはドラムを演奏できるのですか？） 

(3) フェンス / 柵  【名（可算）】  fence 
Can you see that red fences?  

（あの赤いフェンスが見えますか？） 

(4) グラフ / 図表 /  【名（可算）】 graph 
This graph is too small.   

（このグラフは小さすぎます） 

(5) 橋 【名（可算）】 bridge 
Is that a bridge?  

（あれは橋ですか？） 

(6) 弁護士 【名（可算）】 lawyer 
Is she a lawyer?  

（彼女は弁護士ですか？） 

(7) 余分のもの / 余分の 
【名（可算）】 

【形】 
extra 

Do you have any extra worksheets?  

（余分のワークシートはありますか） 

(8) 真実 / 真理  【名（不可算）】 (3)truth 
Tell me the truth.  

（真実を教えて） 

(9) 支配 / 支配する / コントロールする  
【名（不可算）】 

【動】 
control 

I cannot control my children.  

（私は、私の子供たちをコントロールできません） 

(10) 乾いている / 乾燥している / 乾燥させる 
【動】 

【形】 
dry 

My hat is dry.  

（私の帽子は乾いています） 

(1) most が 「代名詞」や「the/所有格＋名詞」につく場合、 most of となる。（例：most of them / most of the books / most of my textbooks）。これは、some / 

many なども同じ（例： many of our classmates / some of your books） 

(2) バンドなどで使われる楽器のドラムは、基本的にたくさんの太鼓がついているため、the drums となる。 

(3) 真実は 1つしかないため、基本的に the truth と the がつく。 



 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文  

(11) 心地よい / 快適な / 気持ちの良い 【形】 comfortable 
This bed is very comfortable.  

（このベッドはとても快適です） 

(12) 心地よくない / 快適ではない / 不快な 【形】 uncomfortable 
I feel uncomfortable.  

（私はあまり心地よく感じません） 

(13) 礼儀正しい / 丁寧 【形】 polite 
She was really polite.  

（彼女は本当に丁寧でした） 

(14) 驚くべき / 意外な 【形】 surprising 
It was very surprising.  

（それをとてもびっくりするものでした） 

(15) 必要な / なくてはならない 【形】 necessary 
I don’t think it is necessary.  

（それは必要ではないと思います） 

(16) 変な / 奇妙な / 気味の悪い 【形】 weird 
This graph is weird.  

（このグラフは変です） 

(17) （年齢・動作・山など）～を超えて  

/ ～の真上に / ～をおおって 
【形】 over 

He jumped over the fence.  

（彼はフェンスを飛び越えました） 

(18) ～の下に / ～の真下に 【形】 under 
Stay under the table.  

（テーブルの下にいて） 

(19) A、または Bが ― (3)either A or B 
You can choose either the bus or the train.  

（バスまたは電車を選ぶことができます） 

(20) ひとりだけで / ～自身で ― (by) ～self 
Did you do this by yourself?  

（これをあなただけで行ったのですか？） 

(3) either A or B ではなく、ただ A or B を使えば OKな場合もある。         ＜例＞ You can choose the bus or the train.  

また、主語に Either A or B と使う場合、基本的に動詞は Bに合わせる。   ＜例＞ Either you or he needs to do this.  
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