
 

 

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆ 

 

5分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】 

 

～ 今日のワンポイントレッスン  

 

        "break in" とは？ ～ 
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********************************************************************************* 

 

当メルマガ発行会社である QLS(Quality Life Seeker)は、 

カナダへ留学・就職・移住を計画する人のサポートの一環として、 

ネイティブが実際に使う口語表現をカナダ・トロントからお届けします。 

 

********************************************************************************* 

 

 

"break in" とは？  

 

 

********************************************************************** 

 

 

今日の表現は "break in" です。 

 

英和辞典で調べると幾つも意味が出てきますが、 

 

今回はこの "break in" の動詞句としての代表的な意味と使い方を学習します。 

 

それではいつものように例を見てみましょう。  

 

（該当箇所を便宜上、大文字で示しています。） 

  



 

 

 

 

（例文 1） 

 

大事なトーナメントが２週間後という時に、新しい靴を買おうとしている B さん。 

 

 

A: "Hey, how come you are going to buy a new pair now?" 

 

B: "What do you mean?" 

 

A: "Come on, our next tournament is in two weeks, do you realize that?" 

 

B: "Two weeks should be more than enough.  

I can BREAK IN my new shoes by that tournament, no problem." 

 

A: "Well, just promise me that the same thing that happened two years ago  

will not happen again. Remember you got terrible blisters and couldn't play?"  

 

B: "I do. I promise it won't happen again."  

 

 

A: "何でこのタイミングで新しい靴を買うんだよ？" 

 

B: "どういうこと？" 

 

A: "あと 2週間したらトーナメントだよ。わかってるだろう。" 

 

B: "2 週間あれば十分だよ。トーナメントまでにはちゃんと履きならすから。" 

 

A: "とにかく 2年前のことを繰り返さないって約束してくれよ。 

ひどい水ぶくれができてプレイできなかったの憶えてるだろう？"  

 

B: "わかってるって。二度とあんなことにはしないから。"   

  

それではもう一つの例を見てみましょう。 



 

 

 

 

（例文 2） 

 

旅行中に泥棒に入られた近所の人との会話です。 

 

 

A: "What happened?" 

 

B: "I was on the road until yesterday. I just got back late last night.  

Then my house was BROKEN IN." 

 

A: "Someone BROKE IN while you were away." 

 

B: "Yeah. It looks like someone BROKE IN through an upstairs window." 

 

A: "What did they take?"  

 

B: "Well, actually, that's what I still don't quite understand.  

They didn't take anything. They just trashed my place." 

 

B: "Can you think of anyone who could do this to you?" 

 

A: "God, no." 

 

 

A: "どうしたんですか？" 

 

B: "昨日まで出張してたんですが、昨日の晩遅く帰ってきたら 

泥棒に入られたみたいで。" 

 

A: "留守の間に泥棒が入ったんですか?" 

 

B: "どうやら 2階の窓から入ったらしいんです。" 

 

A: "何か盗られたものは？"  



 

 

 

B : "実はそこがよくわからないところでして、何も盗られてないんですよ。 

ただ家の中を荒らされただけで。" 

 

B: "誰がやったか心当たりは？" 

 

A: "いえ、全く。"  

  

 

 

同じ "break in" ですが、全く違う意味で使われていましたね。 

 

例文 1 では「（靴を）履き慣らす」という意味、 

 

例文 2 では「 家に押し入る」という意味です。 

 

例文を繰り返し練習して、ぜひ使いこなせるようになりましょう。 
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留学から始まるカナダ移民サポート 

英語・フランス語の 2 ヶ国語を勉強しながら、国際的に通用するスキルを身につけてカナダ永住権もゲット。 

憧れの海外留学、海外移住は今ケベック州モントリオールで実現します。 

QLS Education が充実したサポートを提供しています。 

www.qlseducation.com 

https://twitter.com/QLSeducation 

https://www.facebook.com/qlseeker 

http://ameblo.jp/qlseducation/ 
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5分で鍛える英会話 GYM 【トロント直送のネイティブ英語】、 

↓復習は下記ウェブサイトの「Archive」でどうぞ（過去 10回分のみ掲載）。 

http://www.qlslanguagegym.com 

当メルマガのバックナンバーも上記ウェブサイトにてご覧いただけます。 

Copyright (c) 2017 QLSeeker Canada Inc. 

http://www.qlseducation.com/
https://twitter.com/QLSeducation
https://www.facebook.com/qlseeker
http://ameblo.jp/qlseducation/
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