
英検 5 級 単語リスト #16 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(1) 1月 【名（固有）】 January 
I don’t have time (1)in January.   

（私は、1 月は時間がないです） 

(2) 2月 【名（固有）】 February 
February is a short month.   

（2 月は短い月です） 

(3) 3月 【名（固有）】 March 
I like March.  

（私は 3 月が好きです） 

(4) 4月 【名（固有）】 April 
Are you busy in April? 

（あなたは、4 月は忙しいですか？） 

(5) 5月 【名（固有）】 May 
We have two tests in May.   

（私たちには 5 月に 2 つのテストがあります） 

(6) 6月 【名（固有）】 June 
I need to finish this by June. 

（私はこれを 6 月までに終わらせる必要があります） 

(7) 7月 【名（固有）】 July 
I want to go to America in July.  

（私は 7 月にアメリカに行きたいです） 

(8) 8月 【名（固有）】 August 
August is my favorite month.  

（8 月は私のお気に入りの月です） 

(9) 9月 【名（固有）】 September 
Do you want to come to Japan in September?  

（あなたは 9 月に日本に来たいのですか？） 

(10) 10月 【名（固有）】 October 
I like October (2)because trees are beautiful. 

（私は、10 月が好きです。なぜなら、木々が美しいからです） 

(1) 「〇〇月（に）」「〇〇月（中）は」と言いたい場合は、前置詞に in が使われる。 

(2) because / but / so / and / before / after といった接続詞は、文法トレーニング 「第 5 回 代名詞の格 ＆ 接続詞」で紹介。 

 

 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(11) 11月 【名（固有）】 November 
My favorite month is November. 

（私のお気に入りの月は、11 月です） 

(12) 12月 【名（固有）】 December 
My birthday is in December. 

（私の誕生日は 12 月です（12 月にあります）） 

(13) 天気 【名（不可算）】 weather 
Today’s weather is great. 

（今日の天気は素晴らしいです） 

(14) 太陽 (3)【名（不可算）】 sun 
The sun is big. 

（太陽は大きいです） 

(15) 世界 (3)【名（不可算）】 world 
He is a famous doctor in the world.  

（彼は世界で有名な医者です） 

(16) 閉める / 閉じる 【動】 (4)close 
I want to close that window.  

（私は、あの窓を閉めたいです） 

(17) 開ける / 開く / 開いている 
【動】 

【形】 

(4)open 
That restaurant is open today.  

（あのレストランは今日開いています） 

(18) 人気のある 【形】 popular 
This song is popular in Japan. 

（この曲は日本では人気があります） 

(19) 有名な 【形】 famous 
She is a famous singer. 

（彼女は有名な歌手です） 

(20) 〇〇に～してもらいたい ― want (5)〇〇 to ~ 
I want him to answer this question.  

（私は彼にこの質問に答えてもらいたいです） 

(3) 可算名詞として考えられる場合もある。また、通常 the sun / the world の形で使われる。 

(4) 「（レストラン、お店などが）開いている」という場合、形容詞が使われるため“That restaurant is open. ＝〇” “That restaurant is close.＝×”（close は動詞。形容詞の

形は closed なので、正しくは“That restaurant is closed.”となる。） 

(5) 〇〇には、主に「人」「物」が入る。また何かを提案する時の言い方としても使われる。 

＜例＞ Do you want me to close that window?  (あの窓を閉めましょうか？(私にあの窓を閉めてもらいたいですか？)) 
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