
新出単語・フレーズ  ⑤ 

 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(1) パーティー / 集まり 【名（可算）】 party 
That party was good.  

（あのパーティーは良かったです） 

(2) 本屋 / 書店 【名（可算）】 bookstore 
I like this bookstore.  

（ここは東京駅です） 

(3) CD 【名（可算）】 CD 
This CD is very expensive.  

（この CD はとても高いです） 

(4) 手紙 / 文字 【名（可算）】 letter 
I need to write a letter to my father.  

（私は手紙を父親に書く必要があります） 

(5) インド（共和国） 【名（固有）】 India 
My parents want to go to India.  

（私の両親はインドに行きたがっています） 

(6) フランス 【名（固有）】 France 
They don't live in France.  

（彼らはフランスには住んでいません） 

(7) ニューヨーク 【名（固有）】 New York 
We are in New York now.  

（私たちは、今はニューヨークにいます） 

(8) 答える / 答え / 回答 
【名（可算）】 

【動】 
answer 

You need to answer my question.  

（あなたは、私の質問に答える必要があります） 

(9) 使う 【動】 use 
I don't want to use this.  

（私はこれを使いたくないです） 

(10) 取る / 持って行く / 連れていく / 

      （バス・電車など）乗っていく 
【動】 take 

You don't need to take your textbook. 

(あなたはあなたの教科書を持っていく必要はないです） 

 

 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 変える / 変更する / 変化   

【名（不可算）】 

（具体的には可算） 

【動】 

change 
I want to change my schedule.  

（私は私のスケジュールを変えたいです） 

(12) 買う / 購入する  【動】 buy 
I want to buy this CD.  

（私はこの CD を買いたいです） 

(13) 座る 【動】 sit 
They don't want to sit here. 

（彼らはあそこには座りたくないと思っています） 

(14) 出発する / 去る / 置いていく 【動】 leave 
We need to leave here now.  

（私たちはここを今出発する必要があります） 

(15) （人や国などを）訪問する / 訪ねる 【動】 (1)visit 
They want to visit France. 

（彼らはフランスを訪ねたいと思っています） 

(16) 読む / 読書する 【動】 read 
I want to read that book.  

（私はその本を読みたいです） 

(17) 寝る / 眠る 【動】 sleep 
I do not want to sleep here.  

（私はここでは寝たくないです） 

(18) 泳ぐ 【動】 swim 
We swim every Saturday.    

（私たちは毎週土曜日に泳ぎます） 

(19) すごい / すぐれた / 素晴らしい 【形】 great 
That movie was great.  

（あの映画は素晴らしかった） 

(20) ～時 00 分 【副】 o'clock 
(2)It is six o'clock.  

（6 時です） 

(1) 「〇〇を訪ねる」という場合、visit 〇〇 となり、前置詞はつかないので注意。 ＜例＞ I want to visit France. （I want to visit to France. = ×） 

(2) o'clock はなくても可。『時間』を言う時は主語に it が主に用いられる。「東京は今 6 時です」といった『場所』が出てくる場合、 

場所を主語にしないように注意。  ＜例＞ It is six o'clock in Tokyo.  （Tokyo is six o'clock. = ×）   It is eight in London. （London is eight. ＝✕）  

 


