
新出単語・フレーズ  (2) 
日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(1) 太陽 【名（不可算）】 (1)sun 
The sun is big.  

（太陽は大きいです） 

(2) 世界  【名（不可算）】 (1)world 
The world is not small.  

（世界は小さくないです） 

(3) 地球 【名（不可算）】 (2)earth 
We live on Earth.  

（私たちは地球に住んでいます） 

(4) 天気 / 天候 / 気象 【名（不可算）】 weather 
Today's weather is great.  

（今日の天気は素晴らしいです） 

(5) 銀行 【名（可算）】 bank 
Is that a bank?  

（あれは銀行ですか） 

(6) 病院 【名（可算）】 (3)hospital 
This hospital is very famous.  

（この病院はとても有名です） 

(7) 星 【名（可算）】 star 
 Is that a star?   

（あれは星ですか） 

(8) 体育館 / ジム 【名（可算）】 gym 
I don't like this gym.   

（私はこの体育館が好きではないです） 

(9) スーパー（マーケット） 【名（可算）】 supermarket 
Do you need to go to that supermarket?  

（あなたは、そのスーパーに行く必要があるのですか） 

(10) プログラム / 計画 / 番組（表）  【名（可算）】 program 
I like this TV program.  

（私はこのテレビ番組が好きです） 

(1) 通常 the sun / the world と the がついて使われる（世の中に 1 つしかない（と考えられているため）。 

(2) the earth で使われることが多いが、earth / Earth / the Earth の形もある。「地球上」を指す場合、前置詞は on（地球に乗っているイメージ）。 

(3)アメリカ英語では、hospital につく冠詞は the であることが多い。 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 大学 【名（可算）】 

(4)college  

university 

My collage is in Tokyo.  

（私の大学は東京にあります） 

(12) 惑星 【名（可算）】 planet 
Earth is a planet.   

（地球は惑星です） 

(13) （～に）見える 【動】 look 
He looks young.  

（彼は若く見える） 

(14) （基本的に肯定文で）いくつか / いくらか 【形】 some 
I want some water.  

（私はいくらか水がほしいです） 

(15) （疑問文で）何か / いくつか / いくらか 

   （否定文で）少しも / 何も 
【形】 any 

Do you have any English books?  

（あなたは何冊か英語の本を持っているのですか） 

(16) （～から）遠い  【形】 far (from ~) 
My house is far from here.  

（私の家はここから遠いです） 

(17) （～に）近い 【形】 close (to ～) 
I live close to Sendai Station.  

（私は、仙台駅の近くに住んでいます） 

(18) ～のような / ～に似た  【前】 like 
She looks like her mother.  

（彼女は、彼女の母親のように見えます） 

(19) 起床する / 起きる  ― get up 
I need to get up at 6:00 every day.  

（私は毎日 6 時に起きる必要があります） 

(20) 徒歩で ― (5)on foot 
I go to school on foot.  

（私は徒歩で学校に行きます） 

(4)「university = 総合大学」「college = 単価大学」と分ける考え方もあるが、どちらも「大学」という意味で使うことができる。また go to school 同様、

「大学に通う」という意味では go to college/university と college/university に a や、所有格はつけない。  

(5) 「foot ＝足（足首から下の部分）」 by foot ＝✕ なので注意。 
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【some と any の使い分け】 

 some = （肯定文で）いくつか / いくらか ＜例＞ I need some money.  / I want some apples.  

 any  ＝ （疑問文で）いくつか / いくらか  ＜例＞ Do I need any money?  / Do you want any apples? 

   not ~ any = （否定文で） 少しも～ない  ＜例＞ I don't have any money.  / I don't want any apples. 

 （「some + 可算名詞」「any＋可算名詞」の場合は、基本的に複数形が使われる） 

 

【例外の形】 

  疑問文でも some が使われることもある。これは、肯定の答えを予想したり、物をすすめたりする時に使われる。 

   ＜例＞ Do you need some pens? （ペンが必要なのですか？） 【「はい」という答えが予想される場合】 

   Do you want some water?（水はいかがですか？）     【レストランなどで水をすすめられている場合】 


