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日常に役に立つ英単語 

 

1  接頭・接尾語 

 

1-1  接頭語 

 

in- 「無､不・・」 inability, impossible 

un- ｢･･でない､反対の動き、取り去る｣ unhappy, unluckily, unlock  

non-「非、無、欠如」 nonfiction, non-Catholic 

NOTE: in-否定の意味が最も強い: inhuman｢非人間的な､冷酷な｣ 

un-「無関係」を表す: unhuman｢人間でない｣unscientific｢非科学的な｣ 

non-より un-のほうが否定の意味が強い: nonscientific｢科学と無関係｣ 

dis-「分離する、奪う、反対の動き、しそこなう」 dismiss, disable, dissatisfy 

｢不･･、非･･、無･･｣ dishonest, dissatisfied, displeasing 

｢反対、欠如｣ disease, disunion 

mis-「誤って、悪い、不利な」 misgovernment, misbehave 

re - ｢再び、新たに、繰り返して、もとに」 rebound, refine 

uni-「単一の、一つからなる」 uniform, unicycle 

 

 

1-2  接尾語 

 

人を表す 

-or  「･･する人､･･するもの」 conductor, percolator 

-er  「･･する人､・・するもの」 speaker, burner,   

「･･出身者､･･の居住者」 New Yorker, Villager   

「･･を職業とする人」 hatter   

「･･の性質を持つ人」 old-timer   

「(数が)･･ある人･物」 six-footer, double-decker   

-ist 「･･をする人」 cyclist   

「･･に巧みな人､専門家」 pianist, biologist   

「･･に関係している人」 journalist   

「･･主義者」 anarchist 

「･･の性格の人」 sadist 

 

  



2 

 

-ian「･･の住人である､･･に精通する」 Asian, American, historian, magician 

-ee 「･･される人」 employee  

-ant 「･･の働きをする人」 assistant 

-ent 「性質･状態」「行為者」 patient 

-ese ｢･･の､･･語､･･人｣ Japanese, chinese 

-ate ｢･･の職務(の人)｣senate, candidate 

 

動詞を作る 

-ize 「･･になる､･･化する」 apologize, crystallize 

「･･にする､･･で処理する」 Americanize, oxidize, civilize 

-en 「･･製」 earthen, golden 

「･･にする」 lengthen, strengthen 

-ify 「･･になる､･･にする」 purify, solidify, terrify 

 

名詞を作る 

-ology 「心理学」 psychology 

-ness  「疲労､倦怠」 tiredness 

「親切心､親切な行為」 kindness  

-hood  「少年時代､少年期」 boyhood  

「近所､近辺、近所の人々」 neighborhood  

-ship   「友情､友愛関係､親睦」 friendship  

「提携､共同､協力」 partnership  

「教授の職･地位」 professorship  

「職･仕事」 stewardship  

「指導者の地位、任務､指導力」 leadership  

「(耐え難い)苦難､困窮」 hardship  

-ism   「英雄的資質・行為」 heroism  

「ダーウィン進化論」 Darwinism  

「社会主義･政策」 socialism  

「ｱﾒﾘｶ語法､ｱﾒﾘｶ風､ｱﾒﾘｶ人気質･精神」Americanism  

「ｱﾙｺｰﾙ中毒」 alcoholism  

-ity    「清潔､純粋、純度(光学)」 purity   

「カタカタ音」 clackity   
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形容詞を作る 

-able 「･･出来る､･･に適した」 agreeable, believable, changeable 

-full  「･･に満ちた」 hopeful 

「･･の性質がある」 forgetful 

「･･を引き起こす」 harmful 

「･･に一杯(分)の」 a spoonful of sugar 

-ish  「･･のような､･･じみた､・・めいた」 childish, womanish 

「･･の性質を持つ」 boyish 

「やや･･の､・・がかった」 coldish, blackish 

「(年齢が)おおよその･･の､･･がらみの」 fortyish  

「(国籍･人種など)･･の」 English, Turkish  

-like 「･･のような､･･に似た」 ball-like 

「･･の特徴を持つ」 childlike 

「･･に適した」 businesslike 

-y   「幾分･･の､･･の性質の」 rainy, snowy, cloudy 

「･･がかった、･･味を帯びた」 yellowy, pinky 

「･･の多い､･･のような」 smoky, dreamy 

「愛称･あだ名」 fatty, daddy 

 

形容詞・副詞を作る 

-ly  名詞 + ly  

形容詞 : manly「男性的な」、scholarly「学者らしい」 

形容詞・副詞 : hourly, daily, monthly, yearlyなど「繰り返し起こる」 

形容詞 + ly 

副詞 kindly「親切に」, bravely「勇気を持って」 

 

副詞を作る 

-wise 「･･のように」 likewise 

「・・の位置に、･･の方向に」 lengthwise, clockwise 

「･･に関して､･･の点で」 salarywise 

-ward 「･･の方向へ」 backward, eastward 
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2  複数形になると意味が変わる名詞 

 

境界線 

Its territorial waters  (通例修飾語を伴って) 領海, 海域, 近海 

limits 境界、範囲、区域  

headquarters 本社 本局 

premises  (土地・付属物付きの) 家屋, 建物； 構内, 店内 

customs 関税、税関  

works 工場・製作所  

the suburbs  (商店街・商業地区と区別して都市の) 近郊, 郊外 

 

双方向 

accounts 勘定区分、金銭の貸借勘定    

communications satellite 通信衛星   

terms and conditions 契約の諸条件 

 

感謝・祝福・慶事の挨拶 

congratulations 祝辞(祝福の言葉)、Congratulations! (間投詞的に) おめでとう!  

Season’s Greetings 季節のご挨拶・時候のあいさつ  

regards (手紙などの) よろしくとの挨拶 

wishes (他人の幸福・安泰などを)願う言葉, 祈り 

compliments 祝辞、(儀礼的な)あいさつ(の言葉) 

condolences お悔やみの言葉、哀悼のことば 

regrets 遺憾の意［気持ち］, 後悔の言葉 〔at, about〕、断わり状 

thanks 感謝の言葉、謝辞 〔for〕、(間投詞的に) どうもありがとう 

Cheers (間投詞的に) 乾杯, 健康を祝して 
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3  National Holiday・国民の休日 

 

New Year`s Day  元旦／1月 1日 

Coming-of Age Day  成人の日／1月第 2月曜日 

 

National Foundation Day  建国記念日／2月 11日 

 

Vernal Equinox Day  春分の日／3月 20日頃(天文学的な春分日として計算) 

 

Showa Day  昭和の日／4月 29日 

 

Constitution Memorial Day  憲法記念日／5月 3日 

Greenery Day  みどりの日／5月 4日 

Children`s Day  子供の日／5月 5日 

 

Marine Day  海の日／7月第 3月曜  

 

Respect for the Aged Day  敬老の日／9月第 3月曜 

Autumnal Equinox Day  秋分の日／9月 23日頃(天文学的な秋分日として計

算) 

 

Health and Sports Day  体育の日／10月第 2月曜 

 

Culture Day  文化の日／11月 3日 

Labor Thanksgiving Day  勤労感謝の日／11月 23日 

 

Emperor`s Birthday  天皇誕生日／12月 23日 
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4  NOTICE・注意書き 

 

Admission free  入場無料 

Bargain sale  特売 

Closing-out sale  店じまい大売出し 

Closed temporarily  臨時休業 

Closed today 本日休業 

Closed to all vehicles  諸車通行止 

Dead end  通り抜け禁止 

Detour  迂回せよ 

Fit for drinking  飲み水 

Fragile-Handle with care  壊れ物取扱注意 

Freight forward  運賃先払い 

Grand opening today  開店大売出し 

Hands off  手を触れるべからず 

In mourning  忌中 

Interviews declined  面会謝絶 

No consultation today  本日休診 

No crossing  横断禁止 

No passing  追い越し禁止 

No dumping  ゴミ捨てるべからず 

No hawkers  押し売りお断り 

No spitting  つばを吐かぬこと 

No trespassing  立ち入り禁止 

No upside down = Keep right side up  天地無用 

Now in session  会議中 

Off limits  立ち入り禁止 

Out of order  故障 

Parcel room  手荷物一時預かり所 

Post no bills  はり紙無用 

Room for standing only (R.S.O)  座席満員 

Staying open  夜間営業 

Under construction  工事中 

Under repairs  修繕中 

Unloading  荷卸し場 
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5  Title・役職 肩書 

 

General Meeting of Shareholders 株主総会 

Board of Directors 取締役会 

Auditor 監査役 

Chairman 会長 

Senior Advisor 相談役 

Executive Advisor 常任顧問 

Executive Councilor(or Counselor) 参与 

 

President(Chief Executive Officer) 社長 

Vice President 副社長 

Executive Managing Director 専務取締役 

Managing Director 常務取締役 

Director 取締役 

Project Manager(Director) 事業本部長 

Deputy(Assistant) 本部長代理 

 

Department Manager 部長 

Deputy Department Manager 部長代理 

Assistant Department Manager 副部長 

Plant Superintendent 工場長 

branch manager 支店長 

 

Division Manager 課長 

Deputy Division Manager 課長代理 

Section Manager 係長 

Assistant Section Manager 主任 

 

Regular Employee 正社員 

Temporary Employee 派遣社員 

Contract Employee 契約社員 

Part-Time Employee 嘱託社員 

 



8 

 

6  Office・部署 

 

headquarters / head(main) office 本社/本店 

office(s)/branch 支社・支店 

departments / bureaus 部局 

Business unit, strategic business unit 事業部（戦略事業単位） 

Business division, division 本部 

division, department 部  

section, department, division 課  

section, unit, subsection, specialist 係  

committee 委員会  

plant, factory, site 工場  

center センター 

institute 研究所 

 

Office of the President 社長室 

Secretary Section (Secretariat) 秘書室 

General Affairs Department 総務部 

Personnel Department 人事部 

General Accounting Department / Accountants' Department 経理部 

Sales(Commercial, Marketing)Department 営業部 

Sales (Business)Promotion Department 営業推進部 

Procurement Section/Division 調達部 

Development Department 開発部 

Engineering Department 技術部 

Manufacturing Department 製造部 

Public Relations Department 広報部 

Legal (Affairs) Division (Department) 法務部 

Advertising Department 宣伝部 

Planning Department(office) 企画部（室） 

Sales Promotion Department 販売促進部 

Project Planning & Development Department 企画開発部 
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7  数詞 

 

◆ 基数詞と序数詞 

1 one／1st first   2 two／2nd second   3 three／3rd third  4 four／4th 

fourth   5 five／5th fifth  11 eleven／11th eleventh   12 twelve／12th 

twelfth  13 thirteen／13th thirteenth   15 fifteen／15th fifteenth 

20 twenty／twentieth（yを ieに変えて thをつける） 

21 twenty-one／twenty-first（21以上は１桁の数のみ変化） 

 

◆ 数の読み／文末から 3桁ごとに数を区切ります 

1,234,567,890,123 

One trillion, two hundred thirty-four billion, five hundred sixty-seven 

million, eight hundred ninety thousand, one hundred twenty–three 

 

◆ 分数の読み／分子を基数、分母を序数 

1/2=a half    

2/3=two-thirds（分子が複数の場合、分母の序数に sをつける） 

1/4=a quarter  3/4=three-quarters  2 3/5=two and three-fifths 

 

◆ 小数の読み／小数点をｐｏｉｎｔ、あとは数字ごとに区切って読む 

99.509／ninety-nine point five zero（ou） nine 

 

◆ 電話番号／番号ごとに区切って読む 

876-5402／eight seven six-five four zero(ou) two 

 

◆ 年号・日付・その他 

21世紀: the twenty-first century 

年の表記: 2008／two thousand eight. 1950／nineteen fifty 

月日の表記: April 10／April tenth(アメリカ式) 

  10th April／the tenth of April(イギリス式) 

日の表記: on Friday, the 10th 

時刻の表記: 9:25 a.m.／nine twenty-five a.m. 

金額の表記: $ 5．40／five dollars forty cents  

 

◆ 単位換算 

1 inch=2.54 cm, 1 foot=30.48 cm, 1yard=91.44 cm, 1mile=1.609 km,       

1 ounce=28.35 g, 1 pound=453.59 g, 1 gallon=3.785 ℓ 
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8  数字表現 

 

85パーセント eighty-five percent 

30億 three billion 

100以上の国民 more than one hundred nations 

十数の紛争 a dozen or more disputes 

3人のうち 1人 one out of three 

10人のうち 1人以上 more than one out of ten 

1千万人 ten million 

70年 seventy years 

45年 forty-five years 

過半数以上 more than half 

1年につき 100 ドル以下 less than one hundred dollars a year 

50万 five hundred thousand 

350万 three million five hundred thousand 

10分の 1  one-tenth 

17年 seventeen years 

西ヨーロッパの 14力国 fourteen nations in Western Europe 

10年以内 in the course of less than a decade 

1万 8千 eighteen thousand 

4百万 four million 

2年近く前 nearly two years ago 

1千 2百 twelve hundred 

第 1号入居者 the first resident 

1947年 nineteen forty-seven  

90パーセント ninety per cent 

3分の 1  One-third  

10億ドル one billion dollars 

1億ドル one hundred million dollars 

9億ドル nine hundred million dollars 

17年 seventeen years 

1950年代 nineteen fifties 

1951年 nineteen fifty-one 

40億ドル four billion dollars 

1951年 nineteen fifty-one 

80億ドル eight billion dollars 

その 4倍近くの比率 nearly four times that proportion 
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9  カタカナ英語 

 

アカウンタビリティー／accountability 説明責任 

アクセスビリティー／accessibility  利用しやすさ・利便性 

イニシァチブ／initiative 主導・発議 

オーガナイザー／organizer まとめ役 

オーナーシップ／ownership 所有権・主体性 

オフサイトセンター／offsite center  原子力防災センター 

オペレーション／operation   作戦行動・公開市場操作 

カウンターパート／counterpart  対応相手 

ガバナンス／governance  統治 

カスタムメード／custom made  受注生産・特注品 

コージェネレーション／cogeneration  熱電供給 

コンポスト／compost  たい肥・生ごみたい肥化装置 

コンファレンス／conference 会議 

コンプライアンス／compliance  法令順守 

サプライサイド／supply-side 供給側 

サプリメント／supplement  栄養補助食品 

サムターン／sum turn  内鍵つまみ 

スキル／skill  技能 

スタンス／stance  立場 

ステレオタイプ／stereotype きまりきった型・かたどおりで新味のないこと 

セーフガード／safeguard  緊急輸入制限 

セットバツク／setback 壁面後退 

センサス／senesce  大規模調査 

ソフトランディング／soft-landing  軟着陸 

ソリューション／solution  問題解決 

ツール／tool  道具 

デジタルデバイド／digital divide  情報格差 

デフォルト／default   債務不履行・初期設定 

デポジット／deposit  預り金 

ドクトリン／doctrine  原則 

ドナー／donner  臓器提供者・資金提供国 

トラウマ／trauma  心の傷・心的外傷 

ナノテクノロジー／technology  超微細技術 

ネグレクト／neglect  育児放棄・無視・世話の放棄 

バイオテクノロジー／biotechnology  生命工学・生命技術 
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バイオマス／biomass  生物由来資源 

ハイブリッド／hybrid  複合型 

ハザードマップ／hazard map  災害予測地図・防災地図 

パブリックインボルブメント／public involvement   住民参加 

パブリックコメント／public comment  意見公募 

ヒートアイランド／heat island  都市高温化 

ビオトープ／biotope  生物生息空間 

プライオリティー／priority  優先順位 

フリーランス／freelance  自由契約 

ブレークスルー／breakthrough  突破 

プレゼンス／presence  存在感 

フロンティア／frontier  新分野 

ポートフォリオ／portfolio  資産構成・作品集 

ボトルネック／bottleneck  支障 

マンパワー／manpower 人的資源 

ミッション／mission  使節団・使命 

メディカルチェック／medical check  医学的検査・身体検査 

モビリティー／mobility  移動性 

リードタイム／reed time  所要時間 

リターナブル／returnable  回収再使用・再使用できる 

リデュース／reduce  ごみ発生抑制・ごみの減量 

リバウンド／rebound  揺り戻し・反発 

リユース／reuse  再使用 

リリース／release  発表 

リテラシー／literacy  読み書き能力・活用能力 

レシピエント／recipient  移植患者 

ロードプライシング／road pricing  道路課金 

ユニバーサルデザイン／universal design  万人向け設計 

ワークシェアリング／work sharing  仕事の分かち合い 

ワンストップ／one stop  一か所 

 


