
英検 5 級 単語リスト #13 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(1) （反復を避けて）（その）一つ / それ 【名（代名詞）】 (1)one 
My computer is old. I want to buy a new one. 

（私のパソコンは古いです。新しいのを買いたいです） 

(2) 駅 【名（可算）】 station 
That is Tokyo Station. 

（あれは東京駅です） 

(3) 映画 【名（可算）】 movie 
That is my favorite movie. 

（あれは私のお気に入りの映画です） 

(4) 手紙 / 文字 【名（可算）】 letter 
I write a letter to my mother every week. 

（私は母に 1 通の手紙を毎週書きます） 

(5) （時間）分 【名（可算）】 minute 
We have 30 minutes.   

（私たちには 30 分あります） 

(6) 質問 【名（可算）】 question 
That is a good question.  

（それは良い質問です） 

(7) アイディア / 考え 【名（可算）】 idea 
Your idea is great. 

（あなたのアイディアは、素晴らしいです） 

(8) 場所 / 所 【名（可算）】 place 
I want to go to that place.  

（私は、あの場所に行きたいです） 

(10) アメリカの / アメリカ人の / アメリカ人  
【名（可算）】 

【形】 
American 

She is not American.  

（彼女はアメリカ人ではないです） 

(10) 歴史 【名（不可算）】 history 
I like Japanese history.  

（私は日本の歴史が好きです） 

(1) この one は、My computer is old. I want to buy a new computer. というように、computer を 2 回続けるのではなく My computer is old. I want to buy a new one. というように 

computer の反復を避けるために使われる。 

 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(11) 時間 【名（不可算）】 time 
I don’t have time this evening.  

（私は、今晩は時間がないです） 

(12) 練習 / 練習する 

【名（不可算） 

（具体的には可算） 

【動】 

practice 
I need to practice the piano.  

（私はピアノを練習する必要があります） 

(13) 始める / 始まる  【動】 start 
We need to start this now.   

（私たちはこれを今始める必要があります） 

(14) 知る / 知っている / 分かっている 【動】 know 
I don’t know his name.  

（私は彼の名前をしりません） 

(15) 話す / しゃべる 【動】 talk 
He likes to talk. 

（彼は話すのが好きです） 

(16) 習う / 習い覚える / 習得する 【動】 learn 
I want to (2)learn Japanese.  

（私は日本語を習いたいです） 

(17) 愛する / 大好きである 【動】 love 
I love this book.  

（私はこの本が大好きです） 

(18)（テレビなどを）見る 【動】 watch 
I (3)watch TV every morning.  

（私は毎朝テレビを見ます） 

(19) 書く 【動】 write 
You need to write e-mails (4)in English.   

（あなたは英語でメールを書く必要があります） 

(20) ～時 00分  【副】 o’clock 

(5)It is 2 o’clock.  

（今は 2 時です） 

(2) 「study = 何かを学ぶ過程（勉強する）」「learn = 結果として知識やスキルを身につける（習得する）」 

(3) 「テレビを見る」という場合、watch TV となり watch a TV / watch my TV などとはならないので注意。 

(4)「～語で」という場合、前置詞は、in が使われる。They write e-mails in English.  （彼らは英語でメールを書きます） 

(5) 天候 / 寒暖 / 時間 / 距離 などを表す際は、主語に it が使われる。 
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