
新出単語・フレーズ  (1) 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(1) クラブ（同好会など） / （スポーツの）部 【名（可算）】 club 
I like this soccer club.  

（私はこのサッカー部が好きです） 

(2) ドル 【名（可算）】 (1) dollar 
We have three hundred dollars.  

（私たちは 300 ドル持っています） 

(3) 雑誌 【名（可算）】 magazine 
Does he read this magazine every week?  

（彼はこの雑誌を毎週読んでいるのですか） 

(4) 漫画本 【名（可算）】 (2) comic 
My brother doesn't like this comic.  

（私の兄はこの漫画本が好きではないです） 

(5) メッセージ / 伝言 【名（可算）】 message 
I want to leave a message for her.  

（私は彼女に伝言を残したいです） 

(6) みんな / 誰も / みなさん 【名（代）】 (3) everyone 
Everyone was tired.  

（みんな疲れていた） 

(7) 受け取る / 手に入れる / 得る  【動】 get 
I need to get his homework.  

（私は彼の宿題を手に入れる必要があります） 

(8) ついていく / 従う 【動】 follow 
She wants to follow them.  

（彼女は彼らについていきたいと思っています） 

(9) （団体に）加わる / 参加する 【動】 join 
I want to join this club.  

（私はこのクラブに入りたいです） 

(10) 最初の / （日付）1 日（ついたち） 【形】 first 
This is your first homework.  

（これがあなたの最初の宿題です） 

(1) dollar の場合、「複数形（例：2 ドル）」は (two) dollars と s がつくのだが、yen は「複数形（例：200 円）」でも (two hundred) yen と s がつかない。 

(2) comic の代わりに comic book も使うことができる。 

(3) everyone は、基本的に 3 人称単数扱い（he / she / it と同じ）となる。また、everyone の代わりに everybody を使うことも可。 

   every one と every body の差は、ほとんどないが「everybody は、少しくだけた言い方（カジュアル）」という意見もある。  



 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 2 番目 / （日付）2日（ふつか） 【形】 (4) second 
I like his second book.  

（私は彼の 2 冊目の本が好きです） 

(12) 3 番目 / （日付）3日（みっか） 【形】 third 
My third story is about friends.  

（私の 3 つ目の話は友人についてです） 

(13) 4 番目 / （日付）4日（よっか） 【形】 fourth 
That is their fourth house.  

（あれは、彼らの 4 番目の家です） 

(14) 5 番目 / （日付）5日（いつか） 【形】 fifth 
Her fifth movie was long.  

（彼女の 5 番目の映画は長かったです） 

(15) ～と～ / ～して～ / ～で～ (5) 【接】 and 
She is smart and beautiful.  

（彼女は賢くて美しいです） 

(16)  しかし / ～だが～ /  (5) 【接】 but 
My computer is old, but I like it.  

（私はパソコンは古いですが、私は好きです） 

(17) ～ので / ～だから  (5) 【接】 so 
I need money, so I need to get a job.  

（私はお金が必要なので、仕事を得る必要があります） 

(18) なぜなら  (5) 【接】 because 
He likes you because you are kind.  

（彼はあなたのことが好きです。なぜなら、優しいからです） 

(19) ～の後で / ～してから  / ～以降 
(5) 【接】 

【前】 
after 

She needs to come here after you.  

（彼女は、あなたの後にここに来る必要があります） 

(20) ～の前に  
(5) 【接】 

【前】 
before 

He wants to finish this before noon.  

（彼はこれをお昼前に終わらせたいと思っています） 

(4) first, second, third ...は、「序数」と呼ばれる。fifth 以降は、原則「数字 + th （例：sixth, seventh, など）」 の形となる。序数は、「日付」にも使われるが 

その際は、「数字 + st/nd/rd/th」を使うことが多い。 ＜例＞ 5 月 1日＝ May 1st      1 月 3 日＝ January 3rd     10 月 7 日＝October 7th            

(5) 【接】は、「接続詞」の略。接続詞には「単語と単語」や「文と文」をつなぐ役割がある。詳しくは Lesson 1 で説明。  
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