説明練習
説明例： 紙コップ
It is made of paper.

I use it for drinking.

After I use it, I can throw it away.

手順：
１）ペア、または３人のグループを作る。
２）ペアの内の一人に講師は単語を見せる。
３）生徒は、沈黙がないようにすぐに説明にはいる。
４）聞いている生徒は相づちを打ちながら聞く、また質問があればする。
５）分かったら、説明者の言ったことのサマリーを言い、そして当てる。
単語リスト
紙コップ (a paper cup)
黒板消し (an eraser)
チョーク (a piece of chalk)
白板 (a white board)
雨合羽 (raincoat)
折りたたみ傘
(a folding umbrella)
アンパン
黒板消しクリーナー
エアコン (an air conditioner)
コンピュータ

(a computer)

蒸気機関車 (a steam locomotive)
電気自動車 (an electric vehicle)
シャープペン (a mechanical pencil)
万年筆 (a fountain pen)
納豆 (fermented soybeans)
ベランダ (a balcony)
銀幕 (a screen)
ＯＨＰ

(an overhead projector)
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ホッチキス (a stapler)
ブレーカー (a breaker)
穴開けパンチ (a punch)
ファイル (a file)
ルーズリーフ
(a loose‑leaf notebook)
パンチパーマ (a kinky permanent)
チョークホールダー

(a chalk holder)

コーヒー (coffee)
曇りガラス (frosted glass)
ナビコン (a navigation computer)
ロードマップ (a road map)
抽象画 (an abstract painting)
エコロジー (ecology)
コーラ (cola)
キャラメル (caramel)
ラムネ (lemonade)
各駅停車 (local)
時差ボケ (jet lag)
時差通勤 (commuting off peak hours)
フレックスタイム制
(flextime, flexitime)
フリーター
ＮＯ残業デー (No overtime day)
年功序列(制度)
(the seniority system)
快速（急行）(express)
ラジオ体操 (radio gymnastics)
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ＱＣ (quality control)
保険 (insurance0)
利子 (interest)
配当 (a dividend)
六法全書 (a Compendium of Laws,
the statute books)
ネットワークビジネス
(network business)
コミッション（手数料）
火の用心
株式会社 (a joint‑stock corporation (略 Inc.,
...& Co. , Ltd.)
定期預金 (a fixed deposit)
背広 (a business suit)
小切手 (a check)
石焼き芋 (a sweet potato baked in hot pebbles)
電子メール (e‑mail)
車通勤 (commuting by car)
送迎バス (a pick‑up bus)
日直 ((on) day duty)
宿直 (night watch)
ソフトウェア (software)
ハードウェア (hardware)
伝統 (tradition)
電灯 (an electric light)
懐中電灯 (a flashlight)
たいまつ (a torch)
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電柱 (a telephone pole)
通勤ラッシュ (rush)
バッテラ (bateira(ポルトガル語))
稲荷寿司 (a pouch of fried bean curd stuffed with vinegared rice)
ブラウン管 (a picture tube)
コンタクトレンズ
(a contact lens/lenses)
有限会社
(a corporation / a limited‑liability company /会社名の後に、Incorporated, Inc., Limited をつける)
セントラルヒーティング
(central heating)
自動巻（腕時計）
(a self‑winding watch)
ゼンマイ (a spring)
太陽電池 (a solar battery)
掃除機のフィルター
(a filter of a vacuum‑cleaner)
印象派 (the Impressionists)
キュービズム
統計学

(Cubism)

(statistics)

カップラーメン
和文タイプ (a Japanese typewriter)
レーザープリンタ (a laser printer)
モデム (a modem)
銅像 (a bronze statue)
留守番電話 (an answering machine)
コードレス電話
(a cordless telephone)
クォーツ(石英) (quartz)
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液晶ディスプレイ
(liquid crystal display)
ドライアイス (dry ice)
タイヤチェーン
(chains, tire chains)
ゴミ収集 (garbage collection)
単線運転 (single‑track operation)
ホームページ

(home page)

鉛筆削り (a pencil sharpener)
蝶ネクタイ (a bow tie)
洗濯ばさみ (a clothespin)
護岸工事
(shore/bank/embankment protection works)
封筒 (an envelope)
私小説

(an "I" novel)

純文学／大衆文学
ノーベル賞 (a Nobel prize)
ＰＫＯ
(Peace Keeping Operations)
開発援助 (development assistance)
国連 (the United Nations, UN)
シリアル (cereals)
炭酸（carbonic acid）
炭酸飲料 (a carbonated drink)
禅 (Zen)
折り紙

(Origami, folding paper)

扇子 (a folding fan)
扇風機 (an electric fan)
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現金書留
書留 (registered mail)
漬け物（説明すること）
湯冷め (feel a chill after a bath)
バーコード (a bar code)
ゴルフ

(golf)

ビール (beer)
マウス (a mouse)
学芸会

(exhibition)

文化祭 (a school festival)
授業参観
一日一善
労働組合
(a labor union, a trade union)
年俸制

(an annual salary)

三種の神器
(the three Sacred Treasures)
床の間 (a tokonoma, an alcove)
畳 (a tatami mat)
えんがわ (a narrow wooden passageway along the edge of the house facing the garden)
表札 (a nameplate)
ティッシュペーパー
はたき

(tissue paper)

(a duster)

ほうき (a broom)
くまで

(a rake)

自転車

(a bicycle)

三輪車

(a tricycle)

6

親会社 (a parent company)
公害規制 (regulations to protect environment)
ふろしき (a wrapping cloth)
こっぺぱん (a roll)
給食 (a school lunch)
靴べら

(a shoehorn)

ざぶとん
(a square (Japanese) floor cushion)
談合
(an illegal price‑fixing agreement)
入札 (a bid)
規制緩和 (deregulation)
茶柱 (a (bit of) tea stem)
カップ焼きそば
インスタント・コーヒー
(instant coffee)
レモン (lemon)
オレンジジュース (orange juice)
エレベーター (elevator)
眼鏡 (glasses, spectacles)
時計 (a watch, a clock)
トランプ (a deck of cards)
ペンチ (a pair of pliers)
トンカチ (a hammer)
引き出し (a drawer)
麻雀 (mahjongg)
カツ丼 (a pork cutlet served (with egg and vegetables) on top of a bowl of rice)
鍋焼きうどん (udon noodles and ingredients in soup, served extra hot in the casserole dish in which they
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were cooked)
カレーライス (curry and rice)
お好み焼き (okonomiyaki, a meat (seafood) and vegetable pancake)
ところてん (jelly (cut into noodle‑like strips and eaten cold, with a sweetened vinegary sauce, as a
refreshing snack))
あんみつ (bean jam, agar, and pieces of fruit served in syrup)
寒天 (agar)
湯たんぽ (a hot‑water bottle)
こたつ (a kotatsu, a low, covered table with a heat source underneath)
カルタ
おもち (rice cake)
おしるこ (sweet red‑bean soup with pieces of rice cake)
ぞうに (soup containing rice cakes which is eaten on New Year's Day)
獅子舞 (a lion dance)
台風 (a typhoon)
ブラインド (a blind)
入れ歯
((a) false tooth/teeth)
とんぼ（地面を平らにする道具）
百人一首 (a (New Year's) card game in which the players try to match the first and second halves of each
of the One Hundred Tanka Poems by One‑Hundred Celebrated Poets)
多数決 (decision by majority)
じゃんけん
(the game of scissors‑paper‑rock)
グーパー
カン蹴り
あみだくじ
流行 ((a) fashion, (a) vogue)
うわさ (gossip, rumor)
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タブー (taboo)
ことわざ (a proverb)
格言 (a proverb, a maxim)
哲学 (philosophy)
文明 (civilization)
漢字 (a Chinese character)
表意文字 (an ideograph)
アルファベット (alphabet)
選挙 (election)
推薦入学 (admission (to college) on the recommendation system)
仙人 (rishi(ヒンドゥー教、賢者))
Ｇパン

((a pair of) jeans)

コールテン (corduroy)
ジャージ (a jersey)
ＣＤプレーヤー (a CD player)
おしぼり (a hot hand towel)
アジのひらき
くさや

((鯵) horse mackerel)

(a dried horse mackerel (which has a very strong smell))

めざし (dried sardines held together by a bamboo skewer or a piece of straw passed through their eyes)
コロネ
掃除当番 (clean‑up duty)
タマゴッチ
ティーバッグ

(a teabag)

ダイレクトメール (direct mail)
一夜漬け
(cramming for an examination)
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ディスカウント・ショップ
(a discount shop)
転勤 (a transfer)
目的語 (an object)
主語 (the subject)
補語 (a complement)
辞書 (a dictionary)
ポケベル (a beeper, a pager)
コンビニエンス・ストア
形容詞 (an adjective)
ドライブ・スルー (drive through)
万力 (a vise)
ペット・ボトル (a pet bottle)
地引き網 (a dragnet)
パチンコ
脱税 (tax evasion)
わいろ

(bribery)

地球温暖化現象
(global warming)
人工衛星
(an artificial satellite)
人工甘味料
(artificial sweetener)
アンケート
(a questionnaire)
酸性雨

(acid rain)

ドライバー（工具）
ドリル (a drill)
かんな

(a plane)
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きり (a drill)
ねじ回し (a screw driver)
紙ヤスリ (sandpaper)
やすり (a file)
はんだ

(solder(Sｵｰ'der))

補聴器

(a hearing aid)

松葉杖 (a crutch)
バンドエイド

(bandage)

消毒 (disinfecting)
解熱薬 (an antifebrile)
睡眠薬

(a sleeping pill)

痛み止め薬 (a painkiller)
風見鶏 (a weather cock)
モノレール (a monorail)
接待 (entertainment)
遠慮 (modesty)
独り言 (talk to oneself)
あうんの呼吸

((例)They are on the same wavelength.)

ツーカー
うさん臭い
(a suspicious‑looking person)
バリバリ
ツッパリ
やばい ((例)It's a chancy work.)
千鳥足

(to totter)

ツイン・ルーム (a twin room)
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国際免許証
(an International driver's license)
パスポート (a passport)
身分証明書 (an identification card)
査証 (a visa)
ワーキング・ホリデー
2000年問題 (the Y2K problem)
ケチャップ (ketchup)
かくれんぼ (hide‑and‑seek)
LPレコード (an LP(long‑playing))
粉石けん (soap powder)
ソファー (a sofa)
ファクス
(a facsimile, a fax machine)
漂白剤 (a bleach)
脱臭剤 (a deodorant)
竹 (bamboo)
竹の子 (a bamboo shoot)
アルミサッシ (an aluminum sash)
消化器 (a fire extinguisher)
野球 (baseball)
ボーリング (bowling)
テニス (tennis)
アンテナ (an antenna)
ダウンジャケット (a down jacket)
人生ゲーム
電話 (a telephone)
株 (a stock, a share)
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投資信託 (an investment trust)
発砲スチロール (styrene foam)
化学繊維 (a synthetic fiber)
化学療法 (chemotherapy)
金庫 (a safe)
車検制度 (a safety check of an automobile)
Ｆ１ (Formula 1)
磁石 (a magnet)
電磁石 (an electromagnet)
スピーカー (a (loud) speaker)
アナウンサー (an announcer)
ジャーナリスト (a journalist)
新聞 (a newspaper)
週刊誌 (a weekly magazine)
辞書 (a dictionary)
ワイパー (a windshield wiper)
バックミラー (a rearview mirror)
プラスチック (a plastic, plastics)
金 (gold)
延長コード (an extension cord)
両面テープ (double‑sided tape
付箋紙（ふせんし）(post‑it)
ZIPドライブ (a ZIP drive)
MOドライブ (a MO drive)
プリンタケーブル (a printer cable)
液晶ディスプレイ・モニター
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(a liquid crystal display monitor)
プラズマディスプレイ
(a plasma display panel)
文庫本 (a paperback)
カセットコンロ
(a portable cooking stove)
タオル (a towel)
木綿 (cotton)
絹 (silk)
合成繊維 (synthetic fiber)
タキシード (a tuxedo)
チョッキ (a vest)
ターバン (a turban)
七三わけ（髪型）(He has his hair parted at(on) the side.)
美容院
(a beauty salon, a hairdresser)
床屋 (a barbershop)
眼科医
(an ophthalmologist, an eye doctor)
耳鼻科医 (an otolaryngologist, an ear, nose, throat specialist)
呼吸器 (the respiratory organs)
循環器 (a circulatory organ)
レントゲン写真
(an X‑ray photograph)
ＣＴスキャナー (a CT scanner)
精密検査 (a complete (stomach) check‑up)
人間ドック
(a thorough medical examination)
時刻表 (a schedule, a timetable)
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ざる (a colander)
ふるい (a sieve)
ロート(漏斗) (a funnel)
濾過器 (a filter)
遠心分離器 (a centrifugal separator)
光通信 (optical communication)
ＰＨＳ (Personal Handyphone System)
ファスナー (a zipper)
マジックテープ (Velcro(商標名))
陰暦 (the lunar calendar)
太陽暦 (the solar calendar)
星座 (a constellation)
爬虫類 (the reptiles)
両生類 (the Amphibian)
ほ乳類 (the mammals)
素焼き (bisque, unglazed pottery)
蒸し焼き鍋 (a casserole)
圧力がま (a pressure cooker)
腕立て伏せ (do pushups)
電球 (a light bulb)
けんすい (do pullups)
鏡 (a mirror)
油性ペイント (oil‑based paint)
水性ペン (water‑based paint)
つけまつげ (false eyelashes)

※音楽編
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ロック (Rock)
カントリー (country music)
ラップ (Rap)
ジャズ

(Jazz)

演歌 (an Enka ballad)
サンバ (Samba)
ボサノバ (bossa nova)
ブルース (blues(単数扱い))
※地名編
横浜
渋谷
New York
LA
London
Paris

ルール説明（ルールから説明して何かを当てるが、分かっても最後まで説明する。）
ババ抜き
七ならべ
大貧民
神経衰弱
ポーカー
セブンブリッジ
将棋
五目ならべ
カン蹴り
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使い方／作り方説明
ワープロ
自動車
カレーライス
参考資料
"プログレッシブ英和中辞典
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第2版 (C) 小学館 1987"から

