
《Lesson 4》 基本の単語＆フレーズ 60 

ここでは、基礎中の基礎と言われる単語やフレーズを 60 個紹介していきます。  今後の練習

でも頻繁に登場する単語なので覚えておきましょう！ 

 

*【名】＝名詞  【形】＝形容詞  【動】＝動詞 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 

(1) 車 【名（可算）】 car 

(2) バス 【名（可算）】 bus 

(3) 猫 【名（可算）】 cat 

(4) 犬 【名（可算）】 dog 

(5) 生徒 / 学生 【名（可算）】 student 

(6) 先生 / 教員 【名（可算）】 teacher 

(7) 机 【名（可算）】 desk 

(8) 教室 【名（可算）】 classroom 

(9) ドア  【名（可算）】 door 

(10) 鉛筆 【名（可算）】 pencil 

(11) ペン 【名（可算）】 pen 

(12) お話 / 物語 【名（可算）】 story 

(13) カバン / バッグ 【名（可算）】 bag 

(14) 本 【名（可算）】 book 

(15) テーブル 【名（可算）】 table 

(16) 家族 【名（可算）】 family 

(17) 父 / お父さん  【名（可算）】 father 

(18) 母 / お母さん 【名（可算）】 mother 

(19) 兄 / 弟 【名（可算）】 brother 

(20) 姉 / 妹 【名（可算）】 sister 

(21) 傘 【名（可算）】 umbrella 

(22) リンゴ 【名（可算）】 apple 

(23) 食べもの (1)【名（不可算）】 food 

(24) 水 【名（不可算）】 water 

(25) 暑い / 熱い  【形】 hot 

(26) 冷たい / 寒い 【形】 cold 

(27) 賢い 【形】 smart 

(28) 大きい / 大きな 【形】 big 



(29) 小さい / 小さな 【形】 small 

(30) 良い 【形】 good 

(31) 古い / 年をとった 【形】 old 

(32) 新しい 【形】 new 

(33) 若い 【形】 young 

(34) 安い 【形】 cheap 

(35) 高い / 高級な 【形】 expensive 

(36) 1 つの 【形】 one 

(37) 2 つの 【形】 two 

(38) 3 つの 【形】 three 

(39) 4 つの 【形】 four 

(40) 5 つの 【形】 five 

(41) 6 つの 【形】 six 

(42) 7 つの 【形】 seven 

(43) 8 つの 【形】 eight 

(44) 9 つの 【形】 nine 

(45) 10 個の 【形】 ten 

(46) 黒色の 【形】 black 

(47) 白色の 【形】 white 

(48) 青色の 【形】 blue 

(49) この 【形】 this 

(50) あの 【形】 that 

(51) これらの 【形】 these 

(52) それらの / あれらの 【形】 those 

(53) (2)私の 【形】 my 

(54) (2)あなたの / あなたたちの 【形】 your 

(55) (2)彼の  【形】 his 

(56) (2)彼女の 【形】 her 

(57) (2)私たちの  【形】 our 

(58) (2)彼らの / 彼女らの / それらの 【形】 their 

(59) それの 【形】 its 

(60) (3)～も / こちらこそ ー (,) too 

 

 



(1) food は基本的に「不可算名詞」だが、食べ物の種類を指す場合は「可算名詞」になる 

(2)「代名詞の『所有格』」と呼ばれるもの。 

       代名詞＝名詞の代わりになる単語（私、彼、あなた、など） 

       所有格＝「〇〇のもの」といったことを表す際に使われる形（私のペン、彼の本、など）、 

(3) 例えば、Nice to meet you, too. （こちらこそ初めまして）と言いたい時などに使われる。 

 

 

 

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。 

 

 

 


