
英検 5 級 単語リスト #22 

日本語 品詞 英単語・フレーズ 例 

(1) 野菜 【名（可算）】 vegetable 
I don’t like vegetables.  

（私は野菜が好きではないです） 

(2) 魚 
【名（可算）】 

（魚肉＝不可算） 

fish 

（複数形：fish） 

I like fish.  

（私は魚が好きです） 

(3) ダンサー / 踊り子 【名（可算）】 dancer 
Who is that dancer?  

（あのダンサーは誰ですか？） 

(4) 角 / 曲がり角 【名（可算）】 corner 
You need to turn right (1)at the corner.  

（あなたは、曲がり角で右に曲がる必要があります） 

(5) （交通）信号（機） 【名（可算）】 (2)traffic light 
Why do I need to turn left at the traffic light?  

（なぜ信号で左に曲がる必要があるのですか？） 

(6) おじ / おじさん 【名（可算）】 uncle 
He is my uncle. 

（彼は私のおじです） 

(7) おば / おばさん 【名（可算）】 aunt 
Is she your aunt? 

（彼女はあなたのおばですか？） 

(8) 踊り / 踊る 
【名（可算）】 

【動】 
dance 

She can dance well. 

（彼女は上手に踊れます） 

(9) スペインの / スペイン語 / スペイン人 /  

スペイン語の / スペイン人の 

人＝【名（可算）】 

言語＝【名（不可算）】 

【形】 

Spanish 
He can speak (3)Spanish. 

（彼はスペイン語を話せます） 

(10) スープ 【名（不可算）】 soup 
This soup is very good.  

（このスープはとてもおいしいです） 

(1)「曲がり角で」「信号で」といった場合、前置詞は at が使われる。 

(2)「traffic ＝交通」「light = ライト / 明かり / 光」 という意味。traffic lights と複数形で用いられることもある。また、signal と言われることもある。 

(3) スペイン = Spain 
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(12) サラダ 
【名（不可算）】 

（具体的には可算） 
salad 

I don’t like this salad.  

（私はこのサラダが好きではないです） 

(10) 果物 【名（不可算）】 (4)fruit 
What is your favorite fruit?  

（あなたのお気に入りの果物は何ですか？） 

(13)（動いているのを）止める / 停止する /  

立ち止まる 
【動】 stop 

Can you stop the music?  

（音楽を止めてくれますか？） 

(14) （角を）曲がる / 回転させる / 回す 【動】 turn 
You don’t need to turn right there. 

（あなたはそこで右に曲がる必要はないです） 

(15)（ある場所へ）持ってくる / 連れてくる 【動】 (5)bring 
You need to bring your textbook tomorrow.  

（明日、あなたは教科書を持ってくる必要があります） 

(16) よく晴れた / 日のよくさす / 日が照る  【形】 sunny 

(6)It is sunny today. 

（今日は晴れです） 

(17) 曇った / 曇りの 【形】 cloudy 

(6)Is it cloudy in Osaka? 

（大阪は曇りなのですか？） 

(18) 雨の / 雨降りの 【形】 rainy 
I don’t like the rainy season.  

（私は梅雨（雨降りの季節）が好きではないです） 

(19) 雪の降る / 雪の多い 【形】 snowy 
I don’t like snowy days. 

（私は雪の日が好きではないです） 

(20) うるさい / やかましい / 騒々しい 【形】 noisy 
That dog is noisy. 

（あの犬はうるさいです） 

(4) 種類をさす場合は、fruits と言われるが、基本的には不可算名詞。個々の果物を言う場合は、apple, orange など具体的な果物の名前が基本的に使われる。 

(5) 基本的に「take = 持っていく（話し手 / 聞き手のいる場所から別の場所に持っていく）」「bring ＝持ってくる（話し手 / 聞き手のいる場所に持ってくる）」となる。  

(6) 天気を指す場合は、主語は基本的に it が用いられる。 
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