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1 車 a car

2 人 a man

3 びん a bottle

4 家 a house

5 鍵 a key

6 アイデア an idea

7 事故 an accident

8
瓶一本 

瓶２本
one bottle 
two bottles

9
男性１人 
男性３人

one man 
three men

10
家１軒 

家４軒
one home 
four homes

11 車を買いました。 I've got a car.

12 新しい車はとても高価です。 New cars are very expensive.

13 駐車場にはあまり車が止まっていません。 There aren't many cars in the parking lot.

14 鍵なしでは家に入れません。 We can't get into the house without a key.

15 水 water

16 空気 air

17 米 rice

18 塩 salt

19 プラスチック plastic

20 お金 money

21 音楽 music

22 テニス tennis

23 お金をいくらか持っています。 I have some money.

24 その箱の中にはお金があまり入っていません。 There isn't much money in the box.

25 お金が全てではない。 Money isn't everything.

26 水１本 a bottle of water

27 チーズ１切れ a piece of cheese

28 ご飯１杯 a bowl of rice

29 牛乳1パック a carton of milk

30 香水１瓶 a bottle of perfume

31 コーヒー１カップ a cup of coffee

32 石鹸１個 a bar of soap

33 音楽１曲 a piece of music

34 テニス１ゲーム a game of tennis

EXERCISES（演習）:

35 それは塩です。 It’s salt.

36 それはスプーンです。 It’s a spoon.

37 それはピッチャーです。 It’s a pitcher.

38 それは水です。 It’s water.
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39 それは歯磨き粉です。 It's toothpaste.

40 それは歯ブラシです。 It's a toothbrush.

41 それは卵です。 It's an egg.

42 それはお金です。 It's money.

43 それは財布です。 It's a wallet.

44 それは砂です。 It's sand.

45 それはバケツです。 It's a bucket.

46 それは封筒です。 It's an envelope.

47 私は時計を持っていません。 (X) 
I don't have a watch.

48 あなたはチーズが好きですか？ Do you like cheese. (OK)

49 私は帽子は絶対にかぶりません。 (X) 
I never wear a hat.

50 仕事を探していますか？ Are you looking for a job? (OK)

51 ケイトはお肉を食べません。 Kate doesn't eat meat. (OK)

52 ケイトはリンゴを毎日食べます。 (X) 
Kate eats an apple every day.

53 私は今夜パーティにいきます。 I'm going to a party tonight. (OK)

54 音楽は素晴らしいものです。 Music is a wonderful thing. (OK)

55 ジャマイカは、島です。 (X) 
Jamaica is an island.

56 鍵は必要ありません。 (X) 
I don't need a key.

57 全ての人に食物は必要です。 Everybody needs food. (OK)

58 アイデアがあります。 (X) 
I've got a good idea.

59 車を運転できますか？ (X) 
Can you drive a car?

60 コーヒーを一杯欲しいですか？ (X) 
Do you want a cup of coffee?

61 ミルク抜きのコーヒーは好きではありません。 I don't like coffee without milk. (OK)

62 コートを着ずに外に出ないように。 (X) 
Don't go out without a coat.

63 ミルク１パック a carton of milk

64 木切れ a piece of wood

65 水１杯 a glass of water

66 石鹸１個 a bar of soap

67 コーヒー１カップ a cup of coffee

68 紙切れ a piece of paper

69 スープ１杯 a bowl of soup

70 パン一斤 a loaf of bread

71 はちみつ１瓶 a jar of honey
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