
英検 5 級 単語リスト #19 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(1) 写真 【名（可算）】 photo / photograph 
I like to (1)take photos.  

（私は写真を撮るのが好きです） 

(2) 電話機 【名（可算）】 (2)phone / telephone 
Why do you have two phones?  

（なぜ電話機が 2 台あるのですか？） 

(3) ドル 【名（可算）】 dollar 
This book is only eight dollars. 

（あの本はたったの 8 ドルです） 

(4) （通貨の）円 【名（可算）】 
yen 

（複数形：yen） 

I have 2,000 yen. 

（私は 2,000 円持っています） 

(5) 数 / 数字 【名（可算）】 number 
What is your favorite number?  

（あなたの好きな数は何ですか？） 

(6) フォーク 【名（可算）】 fork 
Do you need a fork?  

（フォークは必要ですか？） 

(7) スプーン 【名（可算）】 spoon 
We have a lot of spoons.  

（私たちには、たくさんのスプーンがあります） 

(8) 本屋 【名（可算）】 bookstore / bookshop 
That bookstore is small. 

（あの本屋は小さいです） 

(9) 空港 【名（可算）】 airport 
Where is the airport?   

（空港はどこですか？） 

(10)（頻度を表して）回 / 度 【名（可算）】 time 

(3)How many times do I need to do it?  

（私はそれを何回する必要があるのですか？） 

(1) 写真を撮るという場合、動詞は take が使われる。take a photo / photograph / picture など。 

(2) phone / telephone は、主に固定電話をさすが、携帯電話やスマートフォンも phone と呼ぶことも多い。  

(3) How ~ ? といった疑問文については、文法トレーニング「第 7 回 how 疑問詞」で紹介。 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(11) チケット / 券 / 切符 【名（可算）】 ticket 
Is this my ticket?  

（これは私のチケットですか？） 

(12) 黒板 【名（可算）】 blackboard 
That blackboard is big. 

（あの黒板は大きいです） 

(13) 100 / 100 の 
【名（可算）】 

【形】 
hundred 

We need two (4)hundred people.  

（私たちには 200 名の人が必要です） 

(14) 運転する 【動】 drive 
I want to drive that car.  

（私はあの車を運転したいです） 

(15) （～を）待つ 【動】 wait (for ～) 
We need to wait for Hiroto.  

（私たちはヒロトを待つ必要があります） 

(16) 寝る ― (5)go to bed 
You need to go to bed now.  

（あなたは今寝る必要があります） 

(17) たくさん ― (6)a lot 
She studies a lot.  

（彼女はたくさん勉強します） 

(18) シャワーを浴びる / お風呂に入る ― take a shower / take a bath 
He doesn’t want to take a shower.  

（彼はシャワーを浴びたくないと思っています） 

(19) いいえ、結構です / いいえ、大丈夫です ― No, thank you / No thanks. 
A: Do you want water?   B: No, thank you.  

（A: 水が欲しいですか？ B：いいえ、大丈夫です） 

(20) その通り ― That’s right. 
A: Are you a teacher?  B: That’s right.  

（A: あなたは先生ですか？ B：その通りです） 

(4) 可算名詞だが、数詞（two / three など）が伴って使われる場合、two hundred / three hundred となり、hundreds ＝× なので注意。また、two hundred / three hundred ではな

く、200 / 300 と表記されることも多い（基本的に 2 桁以上の数は、数字で書かれることが多い）。 

(5) 「go to bed = ベッドに横たわりに寝ようとする行為」「go to sleep = 寝つく / 眠りにつく」「sleep = 眠る（眠っている状態）」 

(6) この a lot は、動詞を説明する形（副詞句）。 
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