
英検 5 級 単語リスト #11 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(1) 日 / 1 日 【名（可算）】 day 
I have five days.  

（私には 5 日間あります） 

(2) 週 【名（可算）】 week 
We have two weeks.  

（私たちには 2 週間あります） 

(3)（暦の上の）月 / 1ヵ月 【名（可算）】 month 
You have three months. 

（あなたには 3 ヵ月あります） 

(4) 年 / 年間 【名（可算）】 year 
You have two years. 

（あなたには、2 年間あります） 

(5) 病院 【名（可算）】 hospital 
That hospital is new.  

（あの病院は新しいです） 

(6) プレゼント 【名（可算）】 present 
Is that your present?  

（あれはあなたのプレゼントですか？） 

(7) 業務 / 働く / 仕事 
【名（不可算）】 

【動】 

(2)work 
They work on Saturdays.  

（彼らは（毎週）土曜日には働きます） 

(8) 読む 【動】 read 
I don’t read English (1)books.  

（私は、英語の本は読みません） 

(9) 勉強する 【動】 (3)study 
I don’t study on Sundays.  

（私は、（毎週）日曜日には勉強しません） 

(10) 飲む 【動】 drink 
I don’t drink coffee.  

（私は、コーヒーは飲みません） 

(1) 一般的なことを言う場合、名詞が可算名詞なら基本的に複数形が使われる。 

 ＜例＞ I don’t read English books. ＝〇   I don’t read an English book. ＝ × 

(2) 「job = 職種という意味の仕事（教員、銀行員など）」「work = 業務という意味の仕事（指導する、お客さんの対応をするなど）」 

(3) 「宿題をする」という場合、動詞は study ではなく do が使われる（日本語でも「宿題を勉強する」とは言わず、「宿題をする」というので、そこから覚える）。 



日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(11) 毎～（毎日など）/ すべての 【形】 every 
I do this (4)every day.  

（私は毎日これをします） 

(12) 次の / 次に / 来～ 
【形】 

(5)【副】 
next 

I want to do it next week.  

（私は、来週それをしたいです） 

(13) 速い / 速く  
【形】 

(5)【副】 
fast 

They run fast.  

（彼らは速く走ります） 

(14) ここに（で / へ） (5)【副】 here 
He is not here.  

（彼はここにはいません） 

(15) そこに（で / へ）/ あそこに（で / へ） (5)【副】 there 
We go there every week.   

（私たちは毎週そこに行きます） 

(16) 今 (5)【副】 now 
I need your poster now.  

（私はあなたのポスターが今必要です） 

(17) ～歳 ― ~ year(s) old 
He is 20 years old.  

（彼は 20 歳です） 

(18) ～することが好き ― (6)like to ~ 
I like to play soccer. 

（私はサッカーをするのが好きです） 

(19) ～する必要がある ― (6)need to ~ 
They don’t need to study Japanese. 

（彼らは日本語を勉強する必要はありません） 

(20) ～したい ― (6)want to ~ 
I want to drink green tea.   

（私は緑茶が飲みたいです） 

(4) every のあとは、単数形が入るので注意。また、every 〇〇 というフレーズは副詞として働くため（副詞句）、前置詞は基本的につかない。 

(5) 副詞には、動詞 / 形容詞 / 別の副詞を説明する働きがある。next / here / there / now は、動詞を説明する働きがあり前置詞はつかないので注意。また、2 つ以上「副詞」

や「副詞句（on Sunday / every day / next week のように副詞のように働くフレーズ）」が入る場合、基本的に「場所 → 方法 → 時」の順番で足される。  

＜例＞ I go there every day. （私は毎日そこに行きます）【there（場所） → every day（毎日）】 

(6) like to ~ / need to ~ / want to ~ は、一般動詞の文なので否定文は、don’t like to ~ / don’t need to ~ / don’t want to ~ の形になる。 
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