
【 数えられない名詞100選 】

番号 数えられない名詞 日本語訳 分類 番号 数えられない名詞 日本語訳 分類

1 smoke 煙 気体 51 furniture 家具 総称

2 steam 蒸気 気体 52 clothing 衣類 総称

3 air 空気 気体 53 fruit フルーツ 総称

4 gas ガス 気体 54 jewelry 宝石類 総称

5 fire 火 気体 55 machinery 機械類 総称

6 water 水 液体 56 cash 現金 総称

7 tea お茶 液体 57 money お金 総称

8 coffee コーヒー 液体 58 luggage 荷物 総称

9 beer ビール 液体 59 baggage カバン類 総称

10 milk 牛乳 液体 60 family 家族 総称

11 soda ソーダ 液体 61 work 仕事 総称

12 soup スープ 液体 62 homework 宿題 総称

13 vinegar 酢 液体 63 sand 砂 微小物

14 soy source 醤油 液体 64 dust ほこり 微小物

15 oil 油 液体 65 hair 髪 微小物

16 mayonnaise マヨネーズ 半固形 66 rain 雨 微小物

17 mustard マスタード 半固形 67 snow 雪 微小物

18 ketchup ケチャップ 半固形 68 flour 小麦粉 微小物

19 honey はちみつ 半固形 69 iron 鉄 素材

20 soup 石鹸 半固形 70 coal 石炭 素材

21 ice 氷 半固形 71 gold 金 素材

22 pepper 胡椒 調味料 72 silver 銀 素材

23 sugar 砂糖 調味料 73 wool ウール 素材

24 salt 塩 調味料 74 wood 木材 素材

25 lettuce レタス 葉野菜 75 paper 紙 素材

26 cabbage キャベツ 葉野菜 76 evil 悪 感情

27 spinach ほうれん草 葉野菜 77 fun 楽しみ 感情

28 chicken 鶏肉 肉系 78 justice 正義 感情

29 beef 牛肉 肉系 79 love 愛 感情

30 pork 豚肉 肉系 80 happiness 幸福 感情

31 fish 魚肉 肉系 81 anger 怒り 感情

32 mutton 羊肉 肉系 82 English 英語 教科

33 lumb 子羊肉 肉系 83 science 科学 教科

34 cheese チーズ 乳製品 84 psychology 心理学 教科

35 butter バター 乳製品 85 mathematics 数学 教科

36 yogurt ヨーグルト 乳製品 86 history 歴史 教科

37 ice cream アイスクリーム 乳製品 87 chemistry 化学 教科

38 cake ケーキ 乳製品 88 geography 地理 教科

39 rice 米 炭水化物 89 tennis テニス スポーツ

40 bread 食パン 炭水化物 90 golf ゴルフ スポーツ

41 ramen ラーメン 炭水化物 91 baseball 野球 スポーツ

42 spaghetti スパゲッティ 炭水化物 92 basketball バスケットボール スポーツ

43 pasta パスタ 炭水化物 93 volleyball バレーボール スポーツ

44 cereal シリアル 炭水化物 94 soccer サッカー スポーツ

45 advice 助言 情報系 95 karate 空手 スポーツ

46 information 情報 情報系 96 judo 柔道 スポーツ

47 news ニュース 情報系 97 skiing スキー スポーツ

48 proof 証明 情報系 98 snowboarding スノーボード スポーツ

49 evidence 証拠 情報系 99 swimming 水泳 スポーツ

50 knowledge 知識 情報系 100 scuba diving スキューバダイビング スポーツ


