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フレーズで単語を覚えよう①－ １より－Sunshine English Couse
上段は単数形・下段は複数形p

Japanese food
（ ）23 Japanese food 日本の食べ物 日本食

日本の 食べ物

small shop a small shop
小さなお店31

small shops小さな お店

raw egg a raw egg
生卵42

raw eggs生の 卵

house tour a house tour
家の見学44

house tours家の 旅、巡回

Japanese doll a Japanese doll
日本人形45

Japanese dolls日本の 人形

Japanese class a Japanese class
日本語の授業46

Japanese classes日本語の 授業

nice bike a nice bike
よい自転車50

nice bikesよい 自転車

Japanese movie a Japanese movie
日本の映画50

Japanese movies日本の 映画

beautiful building a beautiful building
美しい建物55

beutiful buildings美しい 建物

famous word
有名なことば55 famous words

有名な ことば

English teacher a English teacher
英語の先生59

English teachers英語の 先生

favorite poem a favorite poem
お気に入りの詩65

favorite peomsお気に入りの 詩

nice poem a nice poem
よい詩66

nice poemsよい 詩

tall building a tall buiding
高い建物77

tall buidings(高さが)高い 建物

small house a small house
小さな家77

small houses小さな 家

Japanese people
日本の人々80 Japanese people

日本の 人々

the same question the same question
同じ質問81

the same questions同じ 質問

interesting thing an interesting thing
興味深いこと82

interesting things興味深い こと

comic book a comic book
マンガ本82

comic books喜劇の 本
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フレーズで単語を覚えよう②－ ２より－Sunshine English Couse
上段は単数形・下段は複数形p

spring vacation a spring vacation
春休み8

spring vacations春 休み

beautiful fish
美しい魚8 beautiful fish

美しい 魚

wonderful vacation a wonderful vacation
すばらしい休み12

wonderful vacationsすばらしい 休み

important tournament an important tournament
重要なトーナメント12

important tournaments重要な トーナメント

popular snack a popular snack
人気のあるお菓子18

popular snacks人気のある お菓子

sweet meat
甘い肉20 sweat meat

甘い 肉

sweet smell
甘い香り20 sweet smell

甘い 香り

exchange student an exchange student
交換留学生24

exchange students交換 学生

host family a host family
ホストファミリー24

host families(もてなす)主人 家族

interesting map an interesting map
興味深い地図26

interesting maps興味深い 地図

winter sport a winter sport
冬のスポーツ28

winter sports冬 スポーツ

former student a former student
以前の生徒35

former students以前の 生徒

homeless child a homeless child
家のない子ども35

homeless children家のない 子ども

cheerful smile a cheerful smile
快活な笑顔35

cheerful smiles快活な 笑顔

new bag a new bag
新しいバッグ40

new bags新しい バッグ

English conversation
英会話42 English conversation

英語の 会話

great artist a great artist
偉大な芸術家47

great artists偉大な 芸術家

computer engineer a computer engineer
コンピュータ技師48

computer engineersコンピュータ 技師

music teacher a music teacher
音楽の先生48

music teachers音楽 先生



- 3 -

フレーズで単語を覚えよう③－ ３より－Sunshine English Couse
上段は単数形・下段は複数形p

amusement park an amusement park
遊園地9

amusement parks楽しみ 遊園地

tomorrow morning
明日の朝9 tomorrow morning

明日 朝

famous place a famous place
有名な場所12

famous places有名な 場所

interesting website an interesting website
興味深いサイト17

interesting websites興味深い サイト

global project a global project
全世界の計画18

global projects全世界の 計画

environmental project an environmental project
環境の計画18

environmental projects環境の 計画

another class
別の授業24 another class

別の 授業

elderly neighbor an elderly neighbor
年配の近所の人26

elderly neighbors年配の 近所の人

such question such a question
そのような質問27

such questionsそのような 質問

cute girl a cute girl
かわいい女の子34

cute girlsかわいい 女の子

pretty ribbon a pretty ribbon
かわいいリボン35

pretty ribbonsかわいい リボン

overseas work
海外の仕事（活動）40 overseas work

海外の 仕事・活動

volunteer doctor a volunteer doctor
ボランティアの医師40

volunteer doctorsボランティア 医師

class project a class project
クラスの企画41

class projectsクラスの 企画

small town a small town
小さな町42

small towns小さい 町

official language an official language
公用語43

official languages公式の 言語

効果的なコミュニケーeffective communication
44 effective communication
効果的な ションコミュニケーション

international language an international language
国際的な言語44

international languages国際的な 言語

local people
地元の人々44 local people

地元の 人々
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フレーズで単語を覚えよう－名詞①－

番号は「短文で覚える英単語１７００」の文番号、上段は単数形・下段は複数形

rich scientist a rich scientist
金持ちの科学者15

rich scientists金持ちの 科学者

wonderful idea a wonderful idea
すばらしいアイディア17

wonderful ideasすばらしい アイディア

small fish
小さな魚20 small fish

小さな 魚

dangerous mountain a dangerous mountain
危険な山22

dangerous mountains危険な 山

art course an art course
芸術の講座27

art couses芸術 講座

classical music
クラシック音楽28 classical music

クラシック 音楽

front gate a front gate
正門34

front gates正面の 門

many leaf
多くの葉35 many leaves

多くの 葉

strong wind
強風35 strong wind

強い 風

blue clothes
青い服37 blue clothes

青い 洋服

best way the best way
最高の方法39

the best ways最高の 方法

famous astronaut a famous astronaut
有名な宇宙飛行士40

famous astronauts有名な 宇宙飛行士

big case a big case
大きな箱57

big cases大きな ケース

good man a good man
良い男58

good men良い 男

terrible headache a terrible headache
ひどい頭痛60

terrible headachesひどい 頭痛

cold rain
冷たい雨62 cold rain

冷たい 雨

classroom window a classroom window
教室の窓65

classroom windows教室 窓

birthday present a birthday present
誕生日プレゼント66

birthday presents誕生日 プレゼント

young people
若い人67 young people

若い 人々


