
英検 5 級 単語リスト #17 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(1) 浴室 / トイレ 【名（可算）】 (1)bathroom 
I want to go to the bathroom.  

（私はトイレに行きたいです） 

(2) パーティー 【名（可算）】 party 
I don’t like parties.  

（私はパーティーが好きではないです） 

(3) 雑誌 【名（可算）】 magazine 
I buy this magazine every week.  

（私は毎週この雑誌を買います） 

(4) お店 【名（可算）】 (2)store / shop 
Do you like this store?  

（あなたは、このお店が好きですか？） 

(5) ミーティング / 会議 【名（可算）】 meeting 
I have four meetings today.  

（私は今日 4 つ会議があります） 

(6) 脚（もものつけ根から、足首まで） 【名（可算）】 leg 
His legs are long.  

（彼の脚は長いです（彼は長い脚を持っています）） 

(7) 足（足首から、つま先まで）  【名（可算）】 
foot 

(複数形：feet) 

My feet are cold. 

（私の（両）足は冷たいです） 

(8) カフェテリア 【名（可算）】 cafeteria 
I like our cafeteria.  

（私は（私たちの）カフェテリアが好きです） 

(9) テニス 【名（不可算）】 tennis 
Do you play tennis?  

（あなたはテニスをするのですか？） 

(10) バドミントン 【名（不可算）】 badminton 
I don’t play badminton.  

（私はバドミントンをしません） 

(1) bath は「入浴」という意味。bathroom は、浴槽がついている自宅のトイレ、浴槽がついていない施設や会社のトイレは restroom が主に使われる。また、toilet はイギリ

スではトイレを指し、アメリカでは便器を指す場合が多い。 

(2) 基本的に「store ＝お店でもデパートのように大きなお店を指す場合が多い。」「shop = お店でも比較的小さいお店を指す場合が多い。商品だけでなく、coffee shop の

ように特定の商品やサービスを売る場所にも使われる」 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(11) ショッピング / 買い物 【名（不可算）】 shopping 
I want to (3)go shopping.  

（私は買い物に行きたいです） 

(12)（手に）取る / 持って行く / 連れていく /  

（バスなどに）乗っていく 
【動】 take 

I don’t want to take a train.   

（私は電車に乗って行きたくないです） 

(13) 1番目の / 最初の / 1 番目に / 最初に 
【形】 

【副】 

(4)first 
I want to finish my homework first.  

（私は、まず宿題を終わらせたいです） 

(14) 2番目の / 2番目に 
【形】 

【副】 

(4)second 
My second class starts at 10:00.  

（私の 2 番目の授業は 10:00 に始まります） 

(15) 3番目の / 3番目に 
【形】 

【副】 

(4)third 
My third class finishes at 12:00.  

（私の 3 つ目の授業は 12:00 に終わります） 

(16) 4番目の / 4番目に 
【形】 

【副】 

(4)fourth 
My fourth favorite subject is science.  

（私の 4 番目に好きな科目は科学です） 

(17) 正しい / 正しく / 右の / 右に 
【形】 

【副】 
right 

You are right.  

（あなたは正しいです） 

(18) 左の / 左に 
【形】 

【副】 
left 

You need to use your left hand.  

（あなたは、あなたの左手を使う必要があります） 

(19) 熱心に 【副】 hard 

(5)Kevin, you need to work hard. 

（ケビン、あなたは熱心に働く必要があるよ） 

(20) ～ へようこそ ― welcome to ～ 
Welcome to our school, (5)Mr. Ide.  

（我々の学校へようこそ、井出先生） 

(3)「買い物に行く」という場合、go shopping となるので注意。（go to shopping = ×） 

(4) 1st, 2nd, 3rd, 4th と書かれる場合もある。また、fourth 以降は fifth（形に注意）, sixth, seventh, … twelfth（形に注意）と一部の例外を除き「数字+th」の形となる。 

(5) 誰かに呼びかける場合、文頭なら「名前＋カンマ（Kevin,）」、文末なら「カンマ＋名前（, Mr. Ide）」といった表現がよく使われる。 
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