
新出単語・フレーズ  ③ 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(1) 週末 【名（可算）】 weekend 
I work (1)on weekends.   

（私は毎週末働きます） 

(2) 平日 / 週日 【名（可算）】  weekday 
We go to school (1)on weekdays.   

（私は平日は学校に行きます） 

(3) グループ / 集団 / 群れ 【名（可算）】 group 
They are in this group.   

（彼らはこのグループの中にいます） 

(4) 花 【名（可算）】 flower 
This flower is beautiful.   

（この花は美しいです） 

(5) 時計 【名（可算）】 clock 
I like this clock.    

（私はこの時計が好きです） 

(6)  建築物 / (2)ビル（ディング） 【名（可算）】 building 
That building is tall.   

（あの建物は高いです） 

(7) 言語 
 【名（不可算）】 

（個々の言語は可算） 
language 

He speaks two languages.  

（彼は 2 言語話します） 

(8) 正午 / 真昼 【名（不可算）】  (3)noon 
I need to start this at noon.  

（私はこれを正午に始める必要があります） 

(9) ケーキ 
【名（不可算）】 

（切られていない丸いのは可算） 
cake 

This cake is cheap.    

（このケーキは安いです） 

(10) ピザ 
【名（不可算）】 

（切られていない丸いのは可算） 
pizza 

She likes this pizza.    

（彼女はこのピザが好きです） 

(1) weekend / weekday  を使って「週末に / 平日に」という場合、前置詞は on が使われる。また、weekends と複数形にすると「週末全般」「毎週末」, 

weekdays と複数形にすると「平日は全般」という意味になる。 

(2) 日本語でいう ビル（ディング）は、office building とした方がよい場合もある。 

(3) 「正午に」という場合、前置詞は at が使われる。  



 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 覚えている / 思い出す  【動】 remember 
I don't remember his name.  

（私は彼の名前を覚えていません） 

(12) あげる / 与える  【動】 give 
He wants to give this to his brother.  

（彼は、これを彼の弟にあげたいと思っています） 

(13) （～とは）違う 【形】 different (from ～） 
She is different from her sister.  

（彼女は彼女の妹とは違います） 

(14) 黄色い / 黄色の 【形】 yellow 
My car is yellow.  

（私の車は黄色いです） 

(15) 紫色の 【形】 purple  
I don't have a purple pen.  

（私は紫色のペンは持っていません） 

(16) オレンジ色の / だいだいの 【形】 orange 
His bag is orange.  

（彼のカバンはオレンジ色です） 

(17) 茶色の 【形】  brown 
Our hotel is brown.  

（私たちのホテルは茶色です） 

(18) 100 の 【形】 (4)hundred 
We have two hundred students.  

（私たちには 200 人の生徒がいます） 

(19) 1,000 の 【形】 (4)thousand 
I have only four thousand yen.    

（私は 4,000 円しか持っていません） 

(20) 100 万の 【形】 (4)million 
This library has about three million books.    

（この図書館には約 300 万冊の本があります） 

(4) 200 / 2000 / 200 万 という場合でも、two hundred (hundreds = ✕）/ two thousand (thousands = ✕）/ two million (millions = ✕）となるので注意。 

   また、1 万＝ 10 (ten) thousand,  1 臆＝ 100 million となるので注意。  
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