


CLOSE 

close down (～)  「（仕事・店など）をやめる、閉鎖する」 
例文： 
 The company closed down their office in Houston.  「その会社はヒュース

トンの事務所を閉鎖した。」
 Many firms have closed down in the last five years.  「過去５年間に事業

をやめた会社がたくさんある。」
close in  「近寄って脅威を与える、接近する、（敵・闇・霧などが）忍び寄る」 
例文： 
 She turned around to face the man closing in behind her.  「彼女は振り向

いてすぐ後ろについて来る男に顔を向けた。」
 The commander was aware that the enemy was closing in.  「司令官は敵

が接近しているのに気づいた。」
close in on ～  「～を取り囲む、～に近づく」 
例文： 
 The police were closing in on the criminal.  「警察は犯人を取り囲んだ。」
 The night closed in (on us).  「夜のとばりが降りた。」
close out ～  「（商品を）在庫一掃大安売りをする」 
例文： 
 The store closed out the stock of chinaware.  「その店は陶器の在庫を大安

売りした、処分した」
close up ～  「（一時的に)(店など）を閉める、（道路など）を閉鎖する」 
例文： 
 The road was closed up for a while.  「その道はしばらくの間閉鎖され

た。」
 Why don't we close up this store? - O.K., let's close it up.  「この店をやめ

てしまおうか」「そうしよう」
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COME 

come about  「起こる、生じる」 
例文： 
 The fight came about because of a misunderstanding.  「そのけんかは誤

解が原因で起こった。」
 How did the accident come about?  「その事故はどうやって起こったので

すか。」
come across ～  「～に（偶然）出会う、～を見つける」「（考えなどが)(人・
　　　　　　　 心）に浮かぶ」 
例文： 
 I came across the professor in Shinjuku.  「私は偶然新宿で先生に出会っ

た。」
 We came across a 17th century clock at the auction.  「競売で 17世紀の柱

時計を見つけた。」
 You came across my mind.  「あなたのことが頭に浮かんだ。」
come along  「（うまく）やっていく」 
例文： 
 How are you coming along with the new girl?  「新しい彼女との仲はどう

ですか。」
come by  「（金・仕事など）を手に入れる」 
例文： 
 Money that is easily come by is lightly valued.  「悪銭身につかず」
 I can't tell you how I came by the money.  「その金をどうやって手に入れ

たかは君には言えない。」
come down on [upon] ～  「～をひどくしかる、～を急に襲う」 
例文： 
 The enemy planes came down on us before we knew.  「知らぬ間に敵機が

襲ってきた。」
 The foreman came down upon the employee for the little mistake.  「職長

は小さな間違いを取り上げて従業員を怒鳴りつけた。」
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come down with ～  「（病気）にかかる」 
例文： 
 She came down with the measles.  「彼女ははしかにかかった。」  ＊ほと

んどの病名は無冠詞だが、はしかは the measlesという。
come in  「（日・季節などが）始まる」「（天気が）～になり始める」「流行
　　　　　する」 
例文： 
 Last summer came in with a lot of rain.  「去年の夏は大雨で始まった。」
 It's been a nice day, but it's coming in foggy.  「よい天気だったのに、霧が

巻いてきている。」
 Long skirts are now coming in again.  「また、長いスカートがはやりだし

ている。」
come in handy  「便利である、役に立つ」 
例文： 
 Take a knife with you.  It should come in handy at the camp.  「ナイフを

持っていきなさい。キャンプで役に立つはずだから。」
come on  「（植物が）育つ、大きくなる」 
例文： 
 The vegetables are coming on very well this year.  「今年は野菜が非常に

よく育っている。」
come out  「（星などが）現れる」「出版される」「（結果が）出る」 
例文： 
 At last the sun came out.  「ようやく太陽が出てきた。」
 When is the book coming out?  「その本はいつ出るの？」
 Things came out better than I'd expected.  「期待以上にすべてがうまくい

った。」
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come through  「期待に応える」「（知らせなどが）届く、通信する」 
例文： 
 The volleyball team came through very well.  「バレーボールチームは期待

通り立派にやった。」
 He came through on the phone from Tokyo.  「彼が東京から電話をかけて

きた。」
come to  「（活力・意識などを）取り戻す」 
例文： 
 When he came to he found himself in the hospital.  「彼は意識を取り戻し

たら病院にいた。」
come up with ～  「（考えなど）を思いつく、口にする」 
例文： 
 He came up with a strange notion.  「彼はおかしなことを口にした。」
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