
新出単語・フレーズ  ➀ 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(1) T シャツ 【名（可算）】 (1)T-shirt 
I like this T-shirt.  

（私はこの T シャツが好きです） 

(2) 文化  
【名（不可算）】 

（具体的には可算） 
culture 

Japanese culture is interesting.  

（日本の文化は興味深いです） 

(3) 韓国・朝鮮 【名（固有）】 Korea 
I want to visit Korea.  

（私は韓国を訪ねたいです） 

(4) 韓国人・朝鮮人 / 韓国語・朝鮮語 /  

   韓国の・朝鮮の 

【名（人＝可算）（言葉＝不可算）】

【形】 
Korean 

He is Korean.  

（彼は韓国人です） 

(5) 中国人 / 中国語 / 中国の 
【名（人＝可算）（言葉＝不可算）】 

【形】 
Chinese 

You need to write it in Chinese.  

（あなたは、それを中国語で書く必要があります） 

(6) アメリカ人 / アメリカの  
【名（人＝可算）】 

【形】 
American 

She is not American.  

（彼女はアメリカ人ではありません） 

(7) フランス人 / フランス語 /  

     フランスの 

【名（人＝可算）（言葉＝不可算）】 

【形】 
French 

This is a French restaurant.  

（これはフランス料理店です） 

(8) ～時間 【名（可算）】 hour 
We need (2)an hour.    

（私たちには 1 時間必要です） 

(9) ～分 【名（可算）】 minute 
I need  (3)30 minutes.    

（私は 30 分必要です） 

(10) はし（箸） 【名（可算）】 (4)chopsticks 
I need chopsticks.  

（私は箸が必要です） 

(1) T-shirt の 最初の t は常に大文字。 

(2) hour は母音から始まるため、a hour ではなく an hour になる。 

(3) 英語では個数など数を書く際、原則 10 以上は「数字」で書き、1 ケタの数字は「アルファベット」で書くルールがある。ただし「年齢、日にち、%」は 

たいてい数字で書くといった例外も多い。  ＜例＞ I have five minutes. （私には 5 分あります）  I have 30 minutes. （私には 30 分あります） 

(4) chopsticks は、通常複数形で使われる。 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 居残る / とどまる / 滞在する 【動】 stay 
You need to stay here.  

（あなたはここにとどまる必要があります） 

(12) 質問する / 尋ねる  【動】 ask 
I don't want to ask this question.  

（私はこの質問は尋ねたくないです） 

(13) 会う / 出会う / （約束して）会う 【動】 meet 
I want to meet Tom.  

（私はトムに会ってみたいです） 

(14) 歌う 【動】 sing 
They like to sing this song.  

（彼らはこの歌うのが好きです） 

(15) 話す / 話し合う / 相談する 【動】 talk 
We need to talk.  

（私たちは話し合う必要があります） 

(16) （動いているものを）じっと見る /  

   注意して見る   
【動】 watch 

I (5)watch TV every day.  

（私は毎日テレビを見ます） 

(17) 習う / 習得する  【動】 learn 
She wants to learn English.  

（彼女は英語を習いたいと思っています） 

(18) 始める  【動】 start 
I want to start this now.  

（私はこれを今始めたいです） 

(19) たくさんの（可算名詞）/ 多数の 【形】 (6)many 
I have many pens.  

（私はたくさんのペンを持っています） 

(20) たくさんの（不可算名詞） / 多くの 【形】 (6)much 
They don't have much money.  

（彼らはたくさんのお金は持っていません） 

(5) 「watch TV ＝ テレビを見る」（TV には、冠詞や所有格はつかないので注意） 

(6)  many は「たくさんの本」「たくさんのレストラン」のように、可算名詞の時に使われる。 

      ＜例＞ many books     many restaurants     

much は「たくさんの水」「たくさんの お米」のように、不可算名詞の時に使われる。 

      ＜例＞ much water     much rice  
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