
新出単語・フレーズ  (4) 

 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(1) 日 / 1 日 【名（可算）】 day 
It was a good day. 

（良い日でした） 

(2) 誕生日 / 誕生日の 
【名（可算）】 

【形】 
(1)birthday 

My birthday is in December. 

（私の誕生日は 12 月です） 

(3) 今日 / 今日は / 本日は  
【名（不可算）】 

【副】 
today 

Today is my birthday. 

（今日は私の誕生日です） 

(4) 昨日 / 昨日は  
【名（不可算）】 

【副】 
yesterday 

Yesterday was Monday.  

（昨日は月曜日でした） 

(5) 明日 / 明日は  
【名（不可算）】 

【副】 
tomorrow 

Tomorrow is Saturday. 

（明日は土曜日です） 

(6) 今 / 今は  
【名（不可算）】 

【副】 
now 

He is a teacher now.  

（彼は今は先生です） 

(7) 週 / 1 週間  【名（可算）】 week 
I need to work this week.  

（私はこの週働く必要があります） 

(8) 月 / 1 ヶ月 【名（可算）】 month 
They want to come to Japan this month. 

（彼らは今月日本に来たがっています） 

(9) 年 / 学年 / (2)～歳 【名（可算）】 year 
I want to go to Canada this year.  

（私は今年カナダに行きたいです） 

(10) 朝 / 午前 / 朝に 【名（不可算）】 morning 
 I was busy this morning.  

（私は今朝忙しかったです） 

(1) birth は「出産 / 誕生」という意味。 

(2) 〇〇 year(s) old で「〇〇歳」という意味になる。  ＜例＞ I am ten years old. （私は 10 歳です） 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例文 

(11) 午後 / 午後に 【名（不可算）】 afternoon 
I don't want to study this afternoon. 

（私はこの午後は勉強したくないです） 

(12) 夕方/ 夕方に / 晩に 【名（不可算）】 evening 
This evening was cold.  

（この晩は寒かったです） 

(13) 駅 / （バスの）発着所 【名（可算）】 station 
This is (3)Tokyo Station. 

（ここは東京駅です） 

(14) する / 行う 【動】 (4)do 
I want to do this.   

（私はこれをしたいです） 

(15) 終える / 終わる / 済ます 【動】 finish 
They need to finish this.  

（彼らはこれを終わらせる必要があります） 

(16) すべての / 毎～  【形】 every 
She is busy every day.  

（彼女は毎日忙しいです） 

(17) 次の / 翌～ / 次に 
【形】 

【副】 
next 

You need to do this next.  

（あなたは次にこれをする必要があります） 

(18) 最後の / 最後に / 昨～ / この前の 
【形】 

【副】 
last 

I want to eat this last.   

（私はこれを最後に食べたいです） 

(19) ここに / こちらへ / ここ 【副】 here 
They don't need to come here.  

（彼らはここに来る必要はありません） 

(20) そこに / あそこに / そこ / あそこ 【副】 there 
 We want to go there.   

（私たちはそこに行きたいです） 

 

(3) 「東京駅」など「〇〇駅」という場合、1 つの固有名詞として扱われるため “〇〇 Station” と s も大文字になる。 

(4) 「スポーツをする」と言う場合は、do ではなく play が使われる。 

本ファイルの著作権は、著作者である藤井拓哉に帰属します。本ファイルを利用したことによる直接あるいは間接的な損害に関して、著作者はいっさい責任を負いかねます。利用は

利用者個人の責任において行ってください。 

 


