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  マンガで覚える英単語（全 800 単語） 

DVD でマンガを見ながら、英語を聞いてください。 

例文は 2 回繰り返して読みます。良く聴いてまねしてください。 

英語例文の校正はネイティヴです。 

DVD disc1：１番～４００番  (１時間２４分)  

DVD disc2: ４０１番～８００番(１時間２６分) 

（２４０番、２９９番、３９３番、５９１番の４つは、８００番の後にあります。 

 アルファベット順ですが、mine のみ、４０２番でなく、４３４番になっています。） 

 

Hello everyone.    My name is Jane.      Let's study English. 

ハロー エヴリワン マイネイム イズジェイン レッツ スタディー イングリッシュ  

皆さんこんにちは。 私の名前はジェーンです。 英語の勉強をしましょう。 

 

1, a,（an） ア、（アン） ひとつの、ある、  冠詞 

There is a book on the desk. 

ゼア イズ ア ブック オン ザ デスク 

机の上に 1 冊の本があります。 

there ：そこに  is：～です（be ビー動詞）  there is:～があります    

book:ブック 本    a book:一冊の本    desk:デスク 机（事務机）       

There are two books on the desk. ゼア アー トゥー ブックス オン ザ デスク  

机の上に 2 冊の本があります。（二つ以上（複数）の時は、there are ～） 



 

 

2 

 

2,  able エイブル  ～できる    形容詞 

I am able to speak English. 

アイ アム エイブル トゥ スピーク イングリッシュ 

僕は英語が話せます。 

I:私     am：～である（be 動詞、私 I の時）  

be able to: ～できる、can キャンと同じ 

３、about  アバウト ～について   前置詞 

This is a book about cooking. 

ディス イズ ア ブック アバウト クッキング 

これは料理に関する本です。 

cooking:クッキング、料理 

４、above アバヴ   ～の上に（離れて上の方に）   前置詞 

The birds are flying above the trees.  

ザ バーズ アー フライング アバヴ ザ トゥリーズ 

その鳥たちが木の上を飛んでいる。 

bird:バード 鳥  複数形は birds バーズ     

are:アー be 動詞、主語が単数（you)、および複数の時   fly:フライ 飛ぶ    

tree :トゥリー 木    

are flying :今～している 現在進行形  be 動詞＋動詞原形 ing  
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ヴ（v の発音）：上の歯を下唇に軽くつける。ヴァ、ヴィ、ヴ、ヴェ、ヴォ、above のヴ（日

本語にはない音です。バと区別するため、ヴァと書いてあります。） 

ビ（b の発音）：バ、ビ、ブ、ベ、ボ、日本語と同じです。bird バードのバ 

f の発音：h の発音と違い、ヴの時と同じように、上の歯を下唇に軽くつける。 

５、across アクロス ～を横切って、～の向こう側に   前置詞 

He lives across the road. 

ヒー リヴズ アクロス ザ ロウド 

彼は道の向こう側に住んでいる。 

he:ヒー 彼     live:リヴ 住む  

lives:リブズ 彼が主語の時（単数）は動詞にｓをつけて lives にする  

road:ロウド 道路 

６、act アクト 行い、ふるまう  名詞、動詞 

He acted as if he understood.  

ヒー アクティッド アズ イフ ヒー アンダーストゥッド 

彼はわかってるみたいにふるまった。 

acted:act アクト ふるまう、行動する の過去形    

as if: アズ イフ ～であるかのように 

過去形の作り方  

① 動詞の現形に ed をつける。（規則動詞） 
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act: acted アクティッドふるまった、行動した look: looked ルックト 見た、  

② 不規則動詞の場合は、ed をつけるのではなく、いろいろな形があります 

例、understood:アンダーストゥッド understand：アンダースタンド 理解する の過去形、

過去分詞形 （本書では、斜体字で動詞活用形は表記しました） 

原形        過去形       過去分詞形 

アンダースタンド アンダーストゥド アンダーストゥッド 

understand     understood      understood   

７、afraid  アフレイド ～が怖い 形容詞 

I'm afraid of snakes. 

アイム アフレイド オブ スネイクス 

私はへびがこわい。  

好き、嫌いの場合は複数形、a snake, the snake でなく、snakes を使う  

スペルｆは、上の歯を下唇につけてフと発音（スペル v の時と同じ） 

８、after アフター ～の後に  前置詞、副詞 

Who comes after me? 

フー カムズ アフター ミー 

私の後は、誰の番ですか？ 

come:カム 来る  who:フー 誰（だれ）  me:ミー 私を、人称代名詞 I 私の目的格 

９、afternoon アフタヌーン 午後 名詞 
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Good afternoon！ 

グッドゥ アフタヌーン 

こんにちは。 (直訳:良い午後） 午後の挨拶の言葉 

good:グッドゥ 良い 

１０、again  アゲイン 再び   副詞 

I'm happy to see you again. 

アイム ハッピー トゥ スィー ユー アゲイン 

君にまた会えてうれしい。 

happy:ハッピー うれしい、幸せだ 形容詞  

see:スィー 会う 発音は、唇を広げず、前歯近くでスィーと言う。  

she:シー 彼女 日本語のサシスセソのシと同じ音で、唇を横に広げてシーと言う。 

I:アイ 私 いつも大文字  I'm アイム：I am アイアムの省略形 私は～です。 

１１、against アゲンスト ～に反対して、さからって  前置詞 

We sailed against the wind. 

ウィ セイルド アゲンスト ザ ウィンド 

私たちは風にさからってヨットで航海した。 

sail:セイル ヨットで航海する  wind:ウィンド 風 

１２、age エイジ 年齢、年 名詞 

The age of my son is three. 
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ジ（ズィ）エイジ オブ マイ サン イズ スリー 

私の息子は三歳です。 

son:サン 息子  three:スリー ３ 

the 定冠詞 th は舌先を前歯で軽く挟んで発音 

①ズィ 母音（ア、イ、ウ、エ、オ）で始まる名詞の前 

②ザ  子音の前 

１３、ago アゴウ  前    副詞 

That was a long time ago. 

ザットゥ ワズ ロング タイム アゴウ 

それは昔のことだった。 

long:ロング 長い  time:タイム 時間 

１４、air エアー 空気  名詞 

Let's go out for some fresh air. 

レッツ ゴウ アウト フォー サム フレッシュ エアー 

新鮮な空気を吸いに外に行こう。 

Let's ～：レッツ 一緒に～しよう(誘う時）  go out:ゴウアウト 外に出る   

fresh:フレッシュ 新鮮な   for: フォー を求めて 

１５、airplane  エアープレイン  飛行機  名詞 

We took an airplane to Osaka. 
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ウィ トゥック アン エアープレイン トゥ オーサカ 

大阪まで飛行機に乗った。 

took: トゥック take:テイク 取る、乗るの過去形 

Osaka:オーサカ 大阪 地名は大文字で始める 

１６、all オール  すべて   名詞 

Please give me all of them. 

プリーズ ギブ ミー オール オブ ゼム 

それらを全部私にください。 

Please:プリーズ ～してください（相手に頼むときの言い方）  

give:ギヴ あげる   me：ミー 私に  I:アイ 私 の目的格   

give me:ギヴ ミー 私にください 

them ゼム :they ゼイ  の目的格 それらを(物）、かれらを（人） 

１７、almost オールモウスト ほとんど   副詞 

Dinner is almost ready. 

ディナー イズ オールモウスト レディー 

夕食はほとんどできています。 

dinner:ディナー 夕食   ready:レディー 用意が出来ている 

１８、alone アロウン ただひとりで  形容詞 

We found him all alone. 
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ウィ ファウンド ヒム オール アロウン 

私たちは彼はひとりぼっちだとわかった。 

all alone:オール アロウン ひとりぼっち  

found:ファウンド  find：ファインド わかる、見つける の過去形  

find found found ファインド ファウンド ファウンド  

１９、already オールレディ すでに 副詞 

He is back already. 

ヒー イズ バック オールレディ 

彼はもう帰ってきている。 

back:バック もどる 形容詞   

２０、also オールソウ ～もまた  副詞 

You should eat also fish. 

ユー シュッド イートゥ オールソウ フィッシュ 

お魚も食べなさい。 

fish:フィッシュ 魚    You should ～：あなたは～すべきです 

２１、always オールウェイズ いつも  副詞 

He's always late. 

ヒーズ オールウェイズ レイト 

彼は h いつもおそい。（おくれる。） 
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He's:He is の省略形   late:レイト 遅れる,遅刻する 形容詞 

２２、am アム  私は～です   be（ビー）動詞 

I am a cat. 

アイ アム ア キャット 

私は猫です。「吾輩（わがはい）は猫である」小説の名前 

cat:キャット 猫  I am :アイ アム   be 動詞 一人称 私は～です 

２３、among アマング ～の中で  前置詞 

 The toy was popular among girls. 

ザ トイ ワズ ポピュラー アマング  ガールズ 

そのおもちゃは女の子の中で人気があった。 

girl:ガール 女の子    toy:トイ おもちゃ  

popular:人気がある    was:ワズ is(be 動詞)の過去形 

２４、and アンド  ～と   接続詞 

I like “Tom and Jelly”. 

アイ ライク トム アンド ジェリー 

僕は「トムとジェリー」が好きです。 

「トムとジェリー」は昔、テレビで放映されていたアニメの名前 

２５、angry アングリー 怒っている  形容詞 

He is angry with his son. 
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ヒー イズ アングリー ウィズ ヒズ サン 

彼は息子に怒っている。 

son:サン 息子   angry with～:アングリーウィズ ～に対して怒っている 

２６、animal  アニマル 動物   名詞 

I like animals. 

アイ ライク アニマルズ 

私は動物が好きです。   like:ライク 好きです  

２７、another アナザー もう一つの  形容詞 

Have another cup of tea. 

ハヴ アナザー カップ オブ ティー 

お茶をもう一杯どうぞ。 

命令形は、動詞から始まる   have :ハヴ 持っている、食べる    

cup:カップ コップ 

２８、answer アンサー  答える、答え  動詞、名詞 

I answered her questions. 

アイ アンサード ハー クエスチョンズ 

私は彼女の質問に答えました。 

question:クエスチョン 質問 

２９、any エニー どんな～でも  形容詞 
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Any person can do it. 

エニー パーソン キャン ドゥー イット 

どんな人でもできます。  it:イット それ 

３０、anyone エニワン だれか一人  代名詞 

Don't tell anyone about it. 

ドントゥ テル エニワン アバウト イット 

それは誰にも言わないでね。（命令形） 

Don’t～：～しないでください  tell:テル しゃべる、話す  

about:アバウト ～について   it:イット それ 

３１、anything  エニシング 何でも  名詞 

You can take anything you like. 

ユー キャン テイク エニシング ユー ライク 

何でも好きなのを持っていっていいよ。 

take:テイク 取る、持っていく  can;キャン ～できる 

３２、apple アップル りんご  名詞 

The queen gave Snow White an apple. 

ザ クイーン ゲイブ スノウ ホワイト アン アップル（アナップル） 

女王は白雪姫にりんごをあげました。 

Snow White：スノウ ホワイト 白雪姫  queen:クイーン 女王   
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give:ギヴ あげる  過去形は gave：ゲイヴ あげた  

３３、April エイプリル  4 月  名詞 

Today is April first(1).  Today is April Fools' Day. 

トゥデイ イズ エイプリル ファースト トゥデイ イズ エイプリル フールズ デイ 

今日は 4 月 1 日です。 

日付は序数なので one ワンでなくて first ファーストとなる  fool:フール ばか 

３４、are アー ～である     be 動詞 

You are my sunshine. 

ユー アー マイ サンシャイン 

君は僕の太陽だ。 

are(be 動詞):主語が you,あなた（2 人称単数）、複数（we 私たち, you あなたたち,they 彼ら）

の時     sun:サン太陽   shine:シャイン 輝く、輝き  

３５、arm アーム 腕 名詞 

I cross my arms.  

アイ クロス マイ アームズ 

私は腕を組む。 

arm :アーム 腕  cross:クロス 交差する、組む 

３６、arrive アライブ 到着する  動詞 

I arrived home. 
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アイ アライブド ホウム 

家に着きました。 

３７、art アート 芸術、美術  名詞 

She is studying art at school. 

シー イズ スタディング アート アット スクール 

彼女は学校で美術を学んでいます。 （現在進行形） 

３８、as アズ ～と同じくらい 副詞、 ～として 前置詞、 ～なので 接

続詞 

He is as tall as you. 

ヒー イズ アズ トール アズ ユー 

彼は君と同じくらいの身長だ。（この場合は副詞） 

３９、ask アスク たずねる  動詞 

I asked him a question. 

アイ アスクトゥ ヒム ア クエスチョン 

私は彼に質問をした。 

４０、at アット ～に（時間、場所）  前置詞 

He lives at 32 Monterey. 

ヒー リブズ アット サーティーツー モントレー 

彼はモントレー３２番地に住んでいる。（場所） 



 

 

14 

 

School begins at nine. 

スクール ビギンズ アット ナイン 

学校は 9 時に始まる。（時間） 

４１、attack アタック 攻撃する、攻撃   動詞、名詞 

We attacked the enemy. 

ウィ アタックトゥ ジ エニミー 

我々は敵を攻撃した。  

４２、August オーガスト 8 月 名詞 

We go camping in August. 

ウィ ゴウ キャンピング イン オーガスト 

私たちは 8 月にキャンプに行きます。 

go：行く 発音 正確にはゴーでなく、二重母音なのでゴウ 

４３、aunt アーントゥ 叔母（おば） 名詞 

My aunt looks young. 

マイ アーントゥ ルックス ヤング 

私の叔母は若く見える。 

４４、autumn オータム 秋 名詞 

Autumn has come. 

オータム ハズ カム 
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秋が来た。（現在完了形） 

４５、away アウェイ 離れて  副詞 

The station is not far away from here. 

ザ ステーション イズ ノット ファー アウェイ フロム ヒアー 

駅はここから遠くない。 

far away:ファーアウェイ（ファーラウェイ） 遠くに 

４６、baby ベイビー あかちゃん  名詞 

 The baby is crying. 

ザ ベイビー イズ クライング 

赤ちゃんが泣いています。（現在進行形） 

４７、back バック 後ろ 名詞、副詞、動詞 

When will he come back? 

ホエーン ウィル ヒー カム バック 

彼はいつもどって来るの。（未来形） 

４８、bad バッド 悪い  形容詞 

I have good news and bad news. 

アイ ハヴ グッド ニューズ アンド バッド ニューズ 

良い知らせと悪い知らせがあります。 

４９、bag バッグ かばん 名詞 
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I carried a bag on my back. 

アイ キャリード ア バッグ オン マイ バック 

かばんを背負って運んだ。  back:背中  carry:運ぶ 

５０、ball ボール 名詞、動詞 

I kicked a ball. 

アイ キックトゥ ア ボール 

ボールをけった。 kick:蹴る 

５１、banana バナーナ   バナナ 名詞 

I like bananas better than apples. 

アイ ライク バナーナーズ ベター ザン アップルズ 

私はりんごよりのバナナの方が好きです。 

好き嫌いの時は名詞は複数形 

５２、bank バンク 銀行 名詞 

How much money do you have in the bank? 

ハウ マッチ マネー ドゥ ユー ハブ イン ザ バンク 

銀行にどれだけお金を持ってますか。 

５３、baseball ベイスボール 野球 名詞 

I played baseball in high school. 

アイ プレイド ベイスボール イン ハイスクール 
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高校で野球をやってました。 

５４、basket バスケット かご バスケット 名詞 

She has a shopping basket. 

シー ハズ ア ショッピング バスケット 

彼女は買い物かごを持ってます。 

５５、basketball バスケットボール バスケットボール 名詞 

 We played basketball. 

ウィ プレイド バスケットボール 

私たちはバスケットボールをしました。 

５６、bat バット  バット、こうもり  名詞 

He hit a ball with a bat. 

ヒー ヒット ア ボール ウィズ ア バット 

彼はバットでボールを打った。（過去形） 

hit：原形、過去形、過去分詞、すべて hit 発音も同じ    

hit hit hit   ヒット ヒット ヒット  

５７、bath バス 入浴 名詞 

Did you take a bath ? 

ディドゥ ユー テイク ア バス 

おふろに入りましたか。   take a bath:風呂に入る、入浴する 



 

 

18 

 

５８、beautiful ビューティフル 美しい 形容詞 

That lady is beautiful. 

ザット レイディ イズ ビューティフル 

あのご婦人は美しい。 lady:レイディー ご婦人、令嬢 

５９、because ビコーズ なぜなら 接続詞 

He didn't go to school because he was sick. 

ヒー ディドゥント ゴウ トゥ スクール ビコーズ ヒー ワズ シック 

彼は病気だったので、学校へ行きませんでした。 

school:学校（学校へ行く、病院へ行く、教会へ行く、の時は通常、冠詞 a ,the はつけない） 

sick:病気 

６０、become ビカム ～になる 動詞 

She became a singer. 

シー ビケイム ア シンガー 

彼女は歌手になった。 

become became become  ビカム ビケイム ビカム 

６１、bed ベッド   ベッド 名詞 

I get out of bed at 7am. 

アイ ゲット アウト オブ ベッド アット セブン エイエム 

私は朝 7 時に起きます。（私は朝７時にベッドから出ます。） 
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６２、before ビフォア 以前に 副詞、前置詞 

I have met her before. 

アイ ハヴ メット ハー ビフォア 

彼女に会ったことがある。（現在完了形） 

６３、begin ビギン 始める  動詞 

School begins at eight o'clock. 

スクール ビギンズ アット エイト オクロック 

学校は 8 時に始まります。 

begin began begun  ビギン ビギャン ビガン 

６４、behind ビハインド ～の後ろに  副詞、前置詞 

I looked behind me. 

アイ ルックト ビハインド ミー 

私は後ろを見た。 

６５、believe ビリーブ 信じる  動詞 

I believe you. 

アイ ビリーヴ ユー 

君の言う事を信じるよ。 

６６、bell ベル  ベル、鈴    名詞 

She rings a bell. 
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シー リングズ ア ベル 

彼女は鈴を鳴らす。 

６７、below ビロウ ～より下に  前置詞、副詞 

The sun sank below the horizon. 

ザ サン サンク ビロウ ザ ホライズン 

太陽は地平線の下に沈んだ. 

sank:サンクは sink:スィンク沈むの過去形、 

過去分詞は sunk        sink sank sun スィンク サンク サンク 

horizon:ホライズン、地平線、水平線 

６８、beside ビサイド ～のそばに  前置詞 

She sat beside me . 

シー サット ビサイド ミー 

彼女は私のそばに座った。 

sat:サットは sit：スィット座るの過去形 

besides:ビサイズ その上、さらに、副詞、前置詞 

６９、best ベスト 一番の 形容詞 （good：グッド、良い 副詞 well：ウェ

ル、良く、の最上級） 

He is my best friend. 

ヒー イズ マイ ベスト フレンド 



 

 

21 

 

彼は私の一番の友達だ。 

７０、better ベター より良い 形容詞（good ,well の比較級） 

Are you feeling better today? 

アー ユー フィーリング ベター トゥデイ 

今日、気分は良くなりましたか。 

７１、between ビトウィーン ～の間に 前置詞、副詞 

Nagoya is between Tokyo and Kyoto. 

ナゴヤ イズ ビトウィーン トウキョウ アンド キョウト 

名古屋は東京と京都の間にあります。 

７２、bicycle バイシクル 自転車 名詞 

Can you ride a bicycle? 

キャン ユー ライド ア バイシクル 

自転車に乗れますか。 

７３、big ビッグ 大きい 形容詞 

The elephant is big. 

ジ エリファント イズ ビッグ 

その象は大きい。 

７４、bird バード 鳥  名詞 

The early bird catches the worm. 
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ジ アーリー バード キャッチーズ ザ ワーム 

早起きの鳥は虫を捕まえる。ことわざ：早起きは三文の徳、と同じ 

worm:ワーム芋虫（いもむし）（DVD でウォームになってますが、正しくは、ワームです） 

catch:キャッチ、つかまえる 

７５、birthday バースデイ 誕生日 名詞 

When is your birthday? ホエーン イズ ユア バースデイ 

誕生日はいつですか。 

It's (on)March first. イッツ（オン） マーチ ファースト 

3 月１日だよ。 

７６、black ブラック 黒い  形容詞、名詞 

I'm wearing a black dress. 

アイム ウェアリング ア ブラック ドレス 

黒いドレスを着てるの。 

７７、blue ブルー 青い 形容詞 

I like blue sky and blue seas 

アイ ライク ブルー スカイ アンド ブルー シーズ 

青い空と青い海が好き。 海：sea はこういう場合は、複数形 seas を使う 

７８、boat ボウト（二重母音なのでボウトが正しい） 船、ボート 名詞 

We are in the same boat. 
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ウィ アー イン ザ セイム ボウト 

私たちは同じ船に乗っている。（運命を共にしている。） 

７９、body ボディ（バディ）  体 名詞 

This is the human body. 

ディス イズ ザ ヒューマン ボディ 

これが人体です。 

８０、book ブック 本 名詞 

He is reading a book. 

ヒー イズ リーディング ア ブック 

彼は本を読んでいます。（現在進行形） 

８１、both ボウス 両方の 形容詞、副詞 

I like both of them. 

アイ ライク ボウス オブ ゼム 

僕は彼らのどちらも好きだ。 

８２、bottle ボトル びん  名詞 

He drank a bottle of wine . 

ヒー ドランク ア ボトル オブ ワイン 

彼はワインをひとビン飲んでしまった。 

８３、box ボックス 箱  名詞 
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Please open the box. 

プリーズ オウプン ザ ボックス 

その箱を開けてください。（発音は二重母音なのでオウプンが正しい） 

８４、boy ボーイ 男の子 名詞 

She has two boys and one girl. 

シー ハズ トゥ ボーイズ アンド ワン ガール 

彼女には息子が二人娘が一人いる。 

８５、break ブレイク 壊す 動詞 

The television(TV) is broken.  

ザ テレビジョン イズ ブロークン 

テレビが壊れてしまった。 

break broke broken  ブレイク ブロウク ブロウクン 

８６、breakfast ブレクファースト 朝ごはん 名詞 

I have a good breakfast everyday. 

アイ ハブ ア グッド ブレクファスト エヴリデイ 

私は毎日十分な朝食をとる。 good: 良い、十分な 

８７、bridge ブリッジ 橋 名詞 

The boat passed under the bridge  

ザ ボウト パスト アンダー ザ ブリッジ 
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船が橋の下を通過した。 

８８、bright ブライト 明るい 形容詞 

The sky is bright . 

ザ スカイ イズ ブライト 

空が明るい 

８９、bring ブリング 持ってくる 動詞 

They brought me some flowers. 

ゼイ ブロート ミー サム フラワーズ 

彼らは私に花を持ってきてくれた。 

９０、brother ブラザー 兄弟  名詞 

He is my elder brother . 

ヒー イズ マイ エルダー ブラザー 

彼は私の兄です。 

９１、brown ブラウン  茶色の    形容詞 

She has brown hair. 

シー ハズ ブラウン ヘアー 

彼女の髪は茶色だ。 

９２、build ビルド  建てる 動詞 

A bridge was built across the river. 
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ア ブリッジ ワズ ビルト アクロス ザ リバー 

その川に橋が作られた。（受動態：be 動詞＋過去分詞）     

過去,過去分詞は built      build built built   ビルド ビルト ビルト    

９３、building ビルディング 建物 名詞 

We entered the building. 

ウィ エンタード ザ ビルディング 

私たちはその建物の中に入った。 

９４、bus バス    バス 名詞 

He gets off a bus and gets on a train. 

ヒー ゲッツ オフ ア バス アンド ゲッツ オン ア トレイン 

彼はバスから降りて、列車に乗る。 

９５、business ビジネス  仕事 名詞 

Let's get down to business. 

レッツ ゲット ダウン トゥ ビジネス 

さあ、仕事にとりかかろう。get down to business:仕事に取り掛かる、という意味の熟語 

９６、busy ビズィー 忙しい   形容詞 

I'm busy right now . 

アイム ビズィー ライト ナウ 

私はちょうどいま、いそがしい。 
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９７、but バット  しかし   接続詞 

She was poor but happy. 

シー ワズ プアー バット ハッピー 

彼女はびんぼうだったが、幸せだった。 

９８、butter バター    バター   名詞 

She spreads butter on bread. 

シー スプレッヅ バター オン ブレッド 

彼女はパンにバターを塗る。 

９９、 buy バイ   買う   動詞 

I buy bread at the bakery. 

アイ バイ ブレッド アット ザ ベイカリー  

私はパン屋さんでパンを買います。  

bread:パン は不可算名詞 もしパン１個なら a loaf of bread アローフ オヴ ブレッド  

過去、過去分詞は bought ボート  buy bought bought  バイ ボート ボート  

１００、by  ～によって、～のそばに   前置詞 

We went to the station by bus. 

ウィ ウェント トゥ ザ ステーション バイ バス 

私たちはバスで駅まで行った。 

by bus バスに乗って   on the bus オンザバス でもよい 
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１０１、bye バイ さようなら   間投詞 

Bye (Good－bye). 

バーイ（グッドバイ） 

さようなら 

１０２、cafe  キャフェイ（カフェ）   喫茶店、カフェ   名詞 

Let's go to that new cafe. 

レッツ ゴウ トゥ ザット ニュー キャフェィ（カフェ） 

あの新しいカフェに行ってみよう。 

１０３、cake ケイク    ケーキ      名詞 

Please bring me a piece of cheesecake and a coffee. 

プリーズ ブリング ミー ア ピース オヴ チーズケイク アンド ア 

コーフィー 

チーズケーキを一つとコーヒーを一つ持ってきてください。 

a piece of:ア ピース オヴ（ケーキ、パンなどの場合）一つの、ひとかたまりの 

１０４、call コール   電話する、呼ぶ    動詞 

Please call me. 

プリーズ コール ミー 

電話してね。（私に電話してください。） 

１０５、camera キャメラ    カメラ、写真機    名詞 
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Please take my picture with this camera. 

プリーズ テイク マイ ピクチャー ウィズ ディス キャメラ 

このカメラで私の写真をとってください。 

１０６、can キャン   ～できる  助動詞 

I cannot (can't)swim. 

アイ キャンノット（キャント）スウィム 

私は泳げない。 

１０７、cap キャップ  帽子  名詞 

I put on a baseball cap. 

アイ プット オン ア ベイスボール キャップ 

私は野球帽をかぶった。 

put の変化形はすべて現形と同じ（発音も）  put put put プット プット プット 

１０８、car カー  自動車    名詞 

I went for a drive in my car.  

アイ ウェント フォー ア ドライヴ イン マイ カー 

私は自分の自動車でドライブに行った。 

１０９、card カード   カード、トランプ   名詞 

I played cards with my friends. 

アイ プレイド カーヅ ウィズ マイ フレンズ 
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私は友達とトランプをした。 

with:ウィズ、～といっしょに、 

card:カード、トランプ  friend:フレンド、ともだち 

１１０、care ケア   世話をする、気にしている 動詞、名詞 

His wife cared for him. 

ヒズ ワイフ ケアード フォー ヒム 

彼の奥さんが世話をした。 

１１１、carry キャリー  運ぶ  動詞 

I carried the baby in my arms. 

アイ キャリード マイ バイビー イン マイ アームズ 

わたしはその赤ん坊を抱いて行った（運んだ）。 

１１２、case ケイス  場合、箱   名詞 

In this case I am wrong . I'm sorry. 

イン ディス ケイス アイ アム ロング アイム ソーリー 

今回の場合は私が悪かった。ごめんなさい。 

I'm アイム：I am アイアムの省略形 

１１３、cat  キャット   猫   名詞 

When the cat is away, the mice will play. 

ホエーン ザ キャット イズ アウェイ ザ マイス ウィル プレイ 
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猫がいない時にネズミがあそぶ。（ことわざ：鬼の居ぬ間に洗濯） 

mice マイス はつかねずみ は mouse マウスの複数形 

大きいねずみ(ドブネズミ）は rat：ラット 

１１４、catch キャッチ つかまえる  動詞 

Cats catch mice. 

キャッツ キャッチ マイス 

猫はねずみをつかまえる。 

１１５、center センター  中央   名詞 

She was at the center of the stage. 

シー ワズ アット ザ センター オブ ザ ステイジ 

彼女は舞台の中央にいた。 

１１６、certain サートゥン  確かな   形容詞 

I'm certain that she is right. 

アイム サートゥン ザット シー イズ ライト 

彼女が正しいと確信している。 

１１７、chair  チェアー 椅子  名詞 

I sat on a chair. 

アイ サット オン ア チェアー 

私は椅子に座った。 
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１１８、chance チャンス  機会 、チャンス  名詞 

It's a good chance for you to meet her. 

イッツ ア グッド チャンス フォー ユー トゥ ミート ハー 

君が彼女に会うのにちょうどいい機会だ。 

１１９、change チェンジ 変える、変わる   動詞 

You haven't changed. 

ユー ハヴント チェインジド 

君は変わってないね。（現在完了形） 

１２０、cheap チープ 安い  形容詞 

Fruit is cheap at that supermarket. 

フルーツ イズ チープ アット ザット スーパーマーケット 

果物はあのスーパーが安い。 

fruit:フルートゥ 果物 単複同形  

１２１、chicken チキン 鶏肉、にわとり    名詞 

I like chicken curry. 

アイ ライク チキン カリー 

私はチキンカレーが好き。 

１２２、child チャイルド  子供   名詞 

When I was a child, mobile phone didn't exist. 
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ホエーン アイ ワズ ア チャイルド モバイルフォン ディドゥント イグジスト 

私が子供だった頃、携帯電話はなかった。 exist:イグジスト 存在する 

１２３、choose チューズ 選ぶ   動詞 

Choose tea or coffee, please. 

チューズ ティー オア コーフィー プリーズ 

紅茶かコーヒーかお選びください。 

１２４、Christmas クリスマス  クリスマス  名詞 

I wish you a Merry Christmas. 

アイ ウィッシュ ユー ア メリー クリスマス 

クリスマスおめでとう。(あなたに楽しいクリスマスが来ますように） 

１２５、church チャーチ 教会   名詞 

Don't be late for church. 

ドント ビー レイト フォー チャーチ 

教会に遅れてはいけません。（命令形） 

１２６、circle サークル  円   名詞 

Let's make a circle. 

レッツ メイク ア サークル 

円を描いてみましょう。 

１２７、city シテイ  市  名詞 
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What is the largest city in Japan？ 

（フ）ワット イズ ザ ラージエスト シティ イン ジャパン 

日本の最大の都市はどこですか。 

１２８、class クラス  授業、クラスの人たち   名詞 

The class was surprised to hear the news. 

ザ クラス ワズ サプライズド トゥ ヒア ザ ニューズ 

クラスの人たちはそのニュースを聞いて驚いた。 

１２９、clean  クリーン  きれいな   形容詞 

I like a clean room. 

アイ ライク ア クリーン ルーム 

きれいな部屋が好きです。 

１３０、clever クレヴァー   利口な  形容詞 

He looks clever. 

ヒー ルックス クレヴァ― 

彼は利口そうに見える。（DVD２行目のクレヴォーは、クレヴァ―が正しいです） 

１３１、climb クライム 登る    動詞 

I've(I have) climbed Mt.(Mount)Fuji. 

アイヴ（アイハヴ）クライムド マウント フジ 

富士山に登ったことがあります。（現在完了形） 
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１３２、clock クロック  時計（置時計、柱時計） 名詞 

That clock is very old. 

ザット クロック イズ ヴェリー オウルド 

あの時計はとても古い。 

腕時計は watch ウォッチ 

１３３、close クロウズ １、閉じる 動詞  

       クロウス ２、近い 形容詞 

I closed the window. アイ クロウズド ザ ウィンドウ  

窓を閉めた 

He is my close friend. ヒー イズ マイ クロウス フレンド 

彼は親友だ。 

１３４、clothes クロウズ 服   名詞（複数形） 

She has many clothes. 

シー ハズ メニイ クローズ 

彼女はたくさん服を持っています。（彼女は衣装持ちだ。） 

１３５、cloud クラウド 雲 名詞 

Look at that rain cloud. 

ルック アット ザット レイン クラウド 

あの雨雲（あまぐも）を見て。 
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１３６、club クラブ   クラブ 名詞 

Will you join our tennis club? 

ウィル ユー ジョイン アウアー テニス クラブ 

私たちのテニスクラブ（テニス部）に入りませんか。 

137、coat コウト  外套、コート   名詞 

He put on a coat. 

ヒー プット オンア コウト 

彼はコートを着た。 

put 過去形も同じ put、もし現在なら  

He puts on a coat. ヒープッツ オンア コウト 彼はコートを着る。 

 put put put  プット プット プット 

１３８、coffee コーフィー  コーヒー   名詞 

Give me a cup of coffee please. 

ギブ ミー ア カップ オブ コーフィー プリーズ 

コーヒーを 1 杯ください。 

（実際の発音は、o は、オよりアに近いので、コーフィーよりカーフィーに近い。 

また、ｆの発音は、下唇に上の前歯をあててフィー、なので、ヒーではない） 

１３９、cold コウルド  寒い、冷たい  形容詞 

It's cold outside. 
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イッツス コウルド アウトサイド 

外は寒いです。 

似た発音、called コールド（call の過去形）、一方 cold コウルドは二重母音 

１４０、color カラー 色 名詞 

What color is your car? （フ）ワット カラー イズ ユアーカー  

君の車は何色。 

It's red.  イッツ レッド   

赤だよ。 

１４１、come カム 来る  動詞 

He came to see me. 

ヒー ケイム トゥ シー（スィー） ミー 

彼は私に会いに来ました。 

came:ケイム come:カムの過去形  come came come  カム ケイム カム 

１４２、company カンパニー  会社   名詞 

My father is working for a company. 

マイ ファーザー イズ ワーキング フォー ア カンパニー 

父は会社に勤めています。（現在進行形) 

１４３、cook クック  料理する  動詞 

She cooked him dinner. 
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シー クックトゥ ヒム ディナー 

彼女は彼に夕食を作ってあげた。 

１４４、cool クール   涼しい  形容詞 

It is cool today. 

イッツ クール トゥデイ 

今日は涼しいね。 

１４５、corner コーナー  角  名詞 

Turn left at the corner. 

ターン レフト アット ザ コーナー 

角を左に曲がってください。 

１４６、count カウント 数える  動詞 

He counts the number of people. 

one,two,three,four,five,six,seven,eight,nine,ten.eleven,twelve,thirteen,fourteen,

fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

ヒー カウンツ ザ ナンバー オブ ピープル  

ワン ツー スリー フォー ファイヴ シックス セヴン エイト ナイン テン  

イレヴン トゥエルヴ サーティーン フォーティーン フィフティーン 

シックスティーン セヴンティーン エイティーン ナインティーン トゥエンティ 

彼は人数を数える。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. 
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１４７、country カントリー 国  名詞 

So many countries, so many customs. 

ソウメニーカントリーズ  ソウメニーカスタムズ 

たくさんの国に、たくさんの習慣がある。ことわざ（所変われば品変わる） 

１４８、cover カヴァー おおう  動詞、名詞 

The mountain was covered with snow. 

ザ マウンテン ワズ カヴァード ウィズ スノウ 

その山は雪でおおわれた。（受動態） 

１４９、cow カウ  牛（めす）  名詞 

He is a cowboy. 

ヒー イズ ア カウボーイ 

彼はカウボーイだ。 

１５０、cry クライ  泣く   動詞 

The baby cried. 

ザ ベイビー クライド 

赤ん坊が泣いた。 

１５１、cup カップ  コップ  名詞 

Would you like another cup? 

ウッドゥ ユー ライク アナザー カップ 
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もう一杯いかがですか。 

Would you like～?：何かをすすめるときの言い方 

 例) Would you like a sandwich？ サンドイッチはいかがですか。 

１５２、cut カット    切る   動詞 

I had my hair cut. 

アイ ハド マイ ヘア カット 

私は髪を切ってもらった。 

 cut cut cut カット カット カット    

１５３、dad ダッド パパ（father：ファーザー父のくだけた言い方）名詞 

Dad, where is mum?   ダッド ホエアー イズ マム 

パパ、ママはどこにいるの。 

She is in the kitchen.  シー イズ イン ザ キッチン 

台所（キッチン）にいるよ。 

１５４、dance  ダンス 踊る 動詞、名詞 

Would you dance with me? 

ウッド ユー ダンス ウィズ ミー 

踊っていただけますか。     Would you～？ ～しませんか。 

１５５、dangerous デインジャラス 危険な  形容詞 

That was dangerous . 



 

 

41 

 

ザッツ ワズ デインジャラス  

危なかったよ。 

１５６、dark ダーク   暗い   形容詞 

It's dark here. 

イッツ ダーク ヒア 

ここは暗いね。 

１５７、date デイト  日付、デイト  名詞 

I went on a date with her. 

アイ ウェント オン ア（オンナ） デイト ウィズ ハー  

彼女とデイトに出かけた。  went:go ゴウ 行くの過去形 

go on に行く   go on a trip:旅行に行く go on a picnic:ピクニックに行く  

go on は続ける、という意味もあり  

１５８、daily デイリー 毎日の   形容詞 

Daily exercise is important. 

デイリー エクササイズ イズ インポータント 

毎日の運動は大事です。 

１５９、daughter ドータ－  娘  名詞 

I have a daughter and a son. 

アイ ハヴ ア ドーター アンド ア サン 
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私には娘と息子が一人ずついます。 

１６０、day デイ   日中、一日   名詞 

He works night and day. 

ヒー ワークス ナイト アンド デイ 

彼は昼も夜も働く。 

１６１，December ディセンバー １２月     名詞 

Christmas Eve is December 24(twenty-fourth).  

クリスマス イブ イズ ディセンバー トゥウェンティ フォース 

クリスマスイブは 12 月 24 日です。 

１６２、death デス   死   名詞 

Death comes to all. 

デス カムズ トゥ オール 

死は万人（ばんにん）に訪れる。（皆必ず死ぬ。） 

１６３、dear ディア  親しい   形容詞 

He is my dearest friend. 

ヒー イズ マイ ディアレスト フレンド 

彼は一番の親友です。 

形容詞 dear に est をつけると最上級、dearest 意味は最も親しい 

１６４、dead デッド  死んだ   形容詞 
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I'm dead tired. 

アイム デッド タイヤード 

私はへとへとに疲れ果てた。 

１６５、decide ディサイド   決定する   動詞 

I decided to live there. 

アイ ディサイデッド トゥ リヴ ゼアー 

私はそこに住むと決めました。 

１６６、deep ディープ 深い  形容詞 

It's a deep well 

イッツ ア ディープ ウェル 

それは深い井戸だ。     well:ウェル 井戸 

１６７、department store ディパートメント ストア   デパート 名詞 

She went shopping at the department store. 

シー ウェント ショッピング アット ザ ディパートメント ストア 

彼女はそのデパートに買い物に出かけた。 

１６８、desk デスク   机（事務机）    名詞 

What's (What is)on the desk? 

ワッツ(ワット イズ） オン ザ デスク 

机の上にあるのは何ですか。 
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１６９、diary ダイアリー  日記 

I keep a diary. 

アイ キープ ア ダイアリー 

私は日記をつけている。     keep a diary:日記をつける 

１７０、dictionary ディクショナリー   辞書   名詞 

I consulted a dictionary. 

アイ コンサルティッド ア ディクショナリー 

私は辞書を引いて調べた。   consult:コンサルト 辞書を引く、相談する 

１７１、die ダイ  死ぬ   動詞 

My grand father died in 1980. 

マイ グランド ファーザー ダイド イン ナインティーン エイティ 

祖父は 1980 年に亡くなりました。 

１７２、different ディファレント  違った、異なった   形容詞 

My hat is different from yours. 

マイ ハット イズ ディファレント フロム ユアーズ 

僕の帽子は君のと違うね。 

１７３、difficult  ディフィカルト   難しい   形容詞 

It's a difficult problem. 

イッツ ア ディフィカルト プロブレム 
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それは難しい問題だね。 

１７４、dinner ディナー   夕食、ディナー  名詞 

I asked her to dinner. 

アイ アスクト ハー トゥ ディナー 

私は彼女を夕食（ディナー）に招いた。 

１７５、dirty ダーティー  汚れた    形容詞 

We wash the dirty dishes after meal. 

ウィ ウォッシュ ザ ダーティー ディッシーズ アフター ミール 

私たちは食後に汚れた皿を洗う。   meal:ミール 食事 

１７６、discover ディスカヴァ―  発見する  動詞 

America was discovered by Christopher Columbus . 

アメリカ ワズ ディスカヴァード バイ クリストファー コランブス  

アメリカ大陸はクリストファー・コロンブスによって発見された。（受動態) 

１７７、 dish  ディッシュ  皿、料理    名詞 

Ｉ had soup, then salad, and then the main dish. 

ウィ ハド スープ ゼン サラド ゼン ザ メイン ディシュ 

私はスープ、次にサラダ、それからメイン料理（主菜）を食べた。 

１７８、do ドゥ  ～を行う   動詞 

What are you doing ? 
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ワット アー ユー ドゥーイング 

何をしているの。 

１７９、doctor ドクター（イギリス英語）ダクター（アメリカ英語） 医者  

名詞 

I saw a doctor. 

アイ ソ－ ア ドクター 

医者を受診しました。  see a doctor:医師を見るでなくて、受診する 

１８０、dog ドッグ  犬  名詞 

Dogs are man's best friend. 

ドッグズ アー マンズ ベスト フレンド 

犬は人間の最良の友である。 

１８１、 doll   ドール 人形  名詞 

She is playing with a doll. 

シー イズ プレイング ウィズ ア ドール 

彼女は人形で遊んでいる。（現在進行形） 

１８２、 door  ドア  ドア、戸   名詞 

It was a door to success. 

イット ワズ ドア トゥ サクセス 

それは成功への道だった。 
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１８３、down ダウン  下へ  副詞、名詞 

She came down to dreakfast. 

シー ケイム ダウン トゥ ブレイクファスト 

彼女は朝食に、2 階から降りてきた。 

came：ケイム come：カム の過去形   come came come カム ケイム カム  

１８４、dream ドリーム   夢（を見る）   名詞、動詞 

I had a strange dream. 

アイ ハド ア ストレインジ ドリーム  

不思議な夢を見た。   have a dream:夢を見る 

１８５、dress ドレス   ドレス   名詞 

I want that pink dress. 

アイ ウォント ザット ピンク ドレス 

あのピンクのドレスが欲しい。 

１８６、drink ドリンク  飲む、飲み物   動詞、名詞 

I am happy when I drink beer. 

アイ アム ハッピー ホエーン アイ ドリンク ビア 

ビールを飲むとき幸せです。 

１８７、drive ドライブ     運転する     動詞 

He drives a car. 
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ヒー ドライブズ ア カー 

彼は車を運転する。 

１８８、drop  ドロップ  落ちる    動詞、名詞 

An apple dropped from the tree. 

アン アップル（アナップル）ドロップトゥ フロム ザ トゥリー 

りんごが 1 個木から落ちた。 

１８９、dry  ドライ  乾いた    形容詞 

The clothes are dry now. 

ザ クロウズ アー ドライ ナウ 

服はもう乾いてる。 

１９０、during  デュアリング の間ずっと   前置詞 

Don't talk during class. 

ドント トーク デュアリング クラス 

授業中は話をするな。 

１９１、each イーチ   おのおのの   形容詞 

Each student has his own desk. 

イーチ ステューデント ハズ ヒズ オウン デスク 

おのおのの生徒は自分の机を持っている。 

１９２、ear イアー  耳  名詞 
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She has good ears. 

シー ハズ  グッド イアーズ 

彼女は耳がいい。 

１９３、early アーリー  早く    副詞 

He arrived early. 

ヒー アライヴド アーリー 

彼は早く到着した。 

１９４、earth アース 地球、地上   名詞 

The earth goes around the sun. 

ズィ アース ゴウズ アラウンド ザ サン 

地球は太陽のまわりをまわっている。 

１９５、east イースト   東   名詞 

New York is in the eastern United States. 

ニューヨーク イズ イン ズィ イースタン ユナイテッド ステイツ 

ニューヨークはアメリカの東部にあります。  

eastern:イースタン 東の 形容詞 

１９６、easy イーズィー  簡単な  形容詞 

The examination was easy for me. 

ズィ イグザミネイション ワズ イーズィー フォー ミー 
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その試験は、私にとってやさしかった。 

１９７、eat  イート  食べる   動詞 

Where shall we eat?  

ホエアー シャル ウイ イート 

どこで食べようか。（未来形) 

１９８、egg  エッグ  卵  名詞 

How would you like your eggs? 

ハウ ウッド ユー ライク ユアー エッグズ 

卵はどれがいいですか。 

ゆで卵 boiled egg ボイルド エッグ 目玉焼き sunny-side-up、サニーサイドアップ 

Ｉwould(I'd) like a boiled egg. 

アイ ウッド（アイド）ライク ア ボイルド エッグ 

ゆで卵がいいです。 

１９９、eight エイト  ８  数詞、形容詞 

I am 8 years old.  アイ アム エイト イエアーズ オールド  

Me too.      ミー トゥー 

8 歳です。 

私も。 

How old are you? ハウ オウルド アー ユー 何歳ですか。 
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２００、 either イーザー どちらか一方の 代名詞、副詞、形容詞 

Sit on either side. 

シット オン イーザー サイド 

どちら側に座ってもいいです。 

２０１、elephant エリファント   象   名詞 

Elephants have long noses. 

エリファンツ ハヴ ロング ノウズィーズ 

象の鼻は長いです。（複数形を使う） 

２０２、eleven  イレヴン １１  数詞、形容詞 

There are eleven. 

ゼア アー イレヴン 

11 人います。（11 個あります。） 

２０３、else  ほかに  形容詞 

Do you want anything else? 

ドゥ ユー ウオント エニーシング エルス 

他に何か欲しいですか？ 

２０４、end エンド   終わり  名詞 

Ｔhe end of the story moved us. 

ジ（ズィ） エンド オヴ ザ ストーリー ムーヴド アス 
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私たちはその話の結末に感動した。 

move:ムーヴ、動かす、感動させる 

２０５、enjoy  エンジョイ   楽しむ   動詞 

We enjoyed the party. 

ウイ エンジョイド ザ パーティ 

私たちはパーティーを楽しみました。 

２０６、enough イナフ  十分な  形容詞 

Do you have enough time for lunch? 

ドゥ ユー ハブ イナフ タイム フォー ランチ 

昼ごはんを食べるのに十分な時間がありますか。 

２０７、enter エンター 入る  動詞 

She entered the room. 

シー エンタード ザ ルーム 

彼女は部屋に入った。 

２０８、even   イーヴン  ～でさえも   副詞 

Even a child knows that. 

イーヴン ア チャイルド ノウズ ザット 

子供でもそれを知っている。 

２０９、  evening  イヴニング  夕方   名詞 
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Please arrive at 7 o'clock in the evening. 

プリーズ アライヴ アット セヴン オクロック イン ズィ イヴニング 

夜 7 時に来てください。 

２１０、 ever   エヴァー   今まで  副詞 

Have you ever seen a UFO? 

ハヴ ユー エヴァー シーン ア ユーエフオー 

今までにユーフォーを見たことがあるかい。（現在完了形：have＋過去分詞） 

２１１、 every   エヴリ すべての  形容詞 

She goes to church every Sunday morning. 

シー ゴウズ トゥ チャーチ エヴリ サンデイ モーニング 

彼女は日曜日の朝はいつも教会に行く。 

２１２、  everyone エヴリワン  みんな  名詞 

Everyone, over here! 

エヴリワン オウヴァ― ヒアー 

みんな こっちに来て。 

２１３、 excuse  エクスキューズ  許す  動詞 

Please excuse me for being late. 

プリーズ エクスキューズ ミー フォー ビーイング レイト 

遅刻してすいません。 
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名詞は excuse:エクスキュース 言い訳 （最後はズでなくてス） 

２１４、expect イクスペクト 期待する  動詞 

Don't expect too much. 

ドント イクスペクト トゥー マッチ 

期待しすぎないでね。 

２１５、explain イクスプレイン  説明する   動詞 

The teacher explained the meaning of the word. 

ザ ティーチャー イクスプレインド ザ ミーニング オブ ザ ワード 

先生がその単語の意味を説明した。 

teacher:ティーチャー、先生 meaning:ミーニング、意味  word：ワード、単語  

２１６、eye  アイ  目      名詞 

She opened her eyes. 

シー オウプンド ハー アイズ 

彼女は（両）目をあけた。 

２１７、face フェイス  顔   名詞 

I want to see your happy face. 

アイ ウォント トゥ シー ユアー ハッピー フェイス 

あなたの幸せそうな顔を見たい。 

２１８、fact  ファクト 事実  名詞 
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It's a fact that every language changes. 

イッツ ア ファクト ザッツ エヴリ ラングエイジ チェインジーズ 

すべての言語は変化するというのは事実です。 

２１９、fall フォール   秋、落ちる     名詞、動詞 

The snow was falling. 

ザ スノウ ワズ フォーリング 

雪が降っていた。（過去進行形：be 動詞過去形＋動詞 ing） 

２２０、family ファミリー  家族  名詞 

How is your family? 

ハウ イズ ユアー ファミリー 

ご家族の皆さんは、お元気ですか。 

２２１、famous フェイマス   有名な   形容詞 

He is a famous tennis player. 

ヒー イズ ア フェイマス テニス プレイヤー 

彼は有名なテニスプレイヤーです。 

２２２、fan ファン  扇風機、うちわ、ファン  名詞 

I'm a rugby fan.  アイム ア ラグビー ファン 

私はラグビーファンです。 rugby:ラグビー ラグビー 

２２３、 far ファー  遠くに   副詞 
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How far did he go? 

ハウ ファー ディド ヒー ゴー 

彼はどのくらい遠くまで行ったの。 

He hasn't gone far. 

ヒー ハズント ゴーン ファー 

遠くまでは行ってない。（現在完了形） 

２２４、farm ファーム   農場   名詞 

He works on a farm. 

ヒー ワークス オン ア（オンナ）ファーム 

彼は農場で働いている。 

２２５、 fast ファースト   早い  形容詞 

She runs fast. （She is a fast runner.) 

シー ランズ ファースト  (シーイズ ア ファースト ランナー） 

彼女は走るのが早い。 

２２６、 fat  ファット  太った    形容詞 

 Their dog was getting fat so they put him on a diet.  

ゼアー ドッグ ワズ ゲッティング ファット ソウ ゼイ プット 

ヒム オン ア（オンナ） ダイエット 

彼らの犬は太ってきたので、ダイエットさせた。 
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put ～ on a diet: ～にダイエットをさせる  

私はダイエット中です I'm on a diet. アイム オン ア ダイエット 

２２７、 father  ファーザー  父   名詞 

He is the father of two daughters. 

ヒー イズ ザ ファーザー オブ トゥー ドーターズ 

彼は二人の娘の父親です。 

２２８、February フェブラリー 2 月 名詞 

It's very cold here in February. 

イッツ ヴェリー コウルド ヒア イン フェブラリー 

ここは 2 月はとても寒いです。 

２２９、feel フィール 感じる 動詞 

I feel a pain in my chest. 

アイ フィール ア ペイン イン マイ チェスト 

私は胸に痛みを感じるんです。 

過去形 過去分詞は felt      feel felt felt   フィール フェルト フェルト  

２３０、few フュー 少し 形容詞 

He has a few friends. 

ヒー ハズ ア フュー フレンズ 

彼には友達が少しいる。 
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a few:少しいる  few：ほとんどいない 

２３１、 fiction フィクション  作り話  名詞  

Fact is stranger than fiction. 

ファクト イズ ストレンジャー ザン フィクション 

事実は小説より奇なり。（ことわざ） 

２３２、field フィールド 野原 名詞 

We have a field trip tomorrow. 

ウィ ハブ ア フィールド トリップ トゥマロウ 

明日は遠足です。  trip:トリップ 旅行 

２３3、 fifteen  フィフティーン   １５  名詞 

There are fifteen. 

ゼア アー フィフティーン 

１５人います。（１５個ある。） 

２３4、 fight ファイト  戦う、けんか    動詞、名詞 

Two cats are fighting on the street. 

トゥー キャッツ アー ファイティング オン ザ ストリート 

猫が２匹、通りでけんかしている。 

fight fought fought ファイト フォート フォート 

２３５、 film フィルム   映画、フィルム   名詞 
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He’s a film actor. 

ヒーズ ア フィルム アクター 

彼は映画俳優だ。 

２３６、 find ファインド 見つける  動詞 

I can't find my glasses. 

アイ キャント ファインド マイ グラスィーズ 

めがねが見つからない。      

glasses:グラスィーズ めがね（常に複数形） 

find found found ファインド ファウンド ファウンド 

２３７、 finger フィンガー  指  名詞 

She has long fingers. 

シー ハズ ロング フィンガーズ 

彼女の指は長い。（彼女は長い指を持っている。） 

 long:ロング 長い 

２３８、 finish フィニッシュ 終わる、終える 動詞 

Ｈe finished reading the book. 

シー フィニッシュトゥ リーディング ザ ブック 

彼はその本を読み終えた  

read:リード、読む   lead:リード、導く （発音要注意） 
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２３９、 fire ファイアー 火、燃やす  名詞、動詞 

Where there's smoke, there's fire. 

ホエアー ゼアーイズ スモウク ゼアーイズ ファイアー 

火のない所にけむりは立たない。 smoke:スモウク、けむり 

（２４０、first -----DVD の最後に掲載） 

２４１、 fine ファイン  すばらしい  形容詞 

He did a fine play. 

ヒー ディド ア ファイン プレイ  

彼はファインプレイをした。  play:プレイ、演技  

２４２、 fish フィッシュ 魚、釣りをする、  名詞、動詞 

We went fishing. 

ウイ ウェント フィッシング 

私たちは魚釣りに行った。(went:ウェント go:ゴウ 行く の過去形） 

２４３、 five  ファイヴ ５  名詞 

It's five(５）past nine(9). 

イッツ ファイヴ パースト ナイン 

今、9 時 5 分です。 

past:パスト、過ぎ去った 形容詞  

passed：パスト（pass:パス 過ぎる、動詞の過去,過去分詞）と発音は同じ 
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２４４、 flat フラット 平らな  形容詞 

The road is flat. 

ザ ロウド イズ フラット 

その道は平らです。 road:ロウド 道路  

２４５、floor フロアー  床  名詞 

We sat on the floor. 

ウィ サット オン ザ フロアー 

私たちは床の上に座った。 

２４６、 fly フライ  飛ぶ  動詞 

The swan flew up. 

ザ スワン フルー アップ 

その白鳥は飛び立った。 

swan:白鳥、fly up:飛び立つ、 fly の過去形：flew フルー 過去分詞：flown フロウン 

fly flew flown フライ フルー フロウン 

２４７、 follow フォロー  ついていく  動詞 

Follow me. 

フォロー ミー 

私についてきて。 

２４８、 food  フード  食べ物   名詞 
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Do you like Japanese food? 

ドゥ ユー ライク ジャパニーズ フード 

日本食は好きですか。 

２４９、 football フットボール １、サッカー（英国）２、アメリカンフッ

トボール（米国） 名詞 

My favorite sport is football. 

マイ フェイヴァリット スポーツ イズ フットボール 

好きなスポーツは、サッカーです。 foot:フット、足 

２５０、 for フォー ～のために  前置詞 

Can I do anything for you? 

キャン アイ ドゥー エニスィング フォー ユー 

何か私にできることがありますか。（ご用はございませんか。） 

２５１、 forest フォーレスト 森林  名詞 

I met her in the forest. 

アイ メット ハー イン ザ フォーレスト 

彼女と森で会った。 

meet met met ミート メット メット 

２５２、 forget フォゲット 忘れる 動詞 

I forget your name. 
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アイ フォゲット ユアー ネイム 

あなたの名前を忘れました。 

forget forgot forgotten フォゲット フォゴット フォゴトン 

２５３、 fork フォーク  フォーク  名詞 

I ate it with a knife and fork. 

アイ エイトゥ イット ウィズ ア ナイフ アンド フォーク 

それをナイフとフォークで食べました。 

ate:エイト  eat イート、食べるの過去形  eat ate eaten  イート エイト イートン 

２５４、 four  フォー   4(よん、し）  名詞 

Four plus three is seven. 

フォー プラス スリー イズ セヴン 

4 たす３は７  

for(～のために）フォー  four（４）フォー   発音は同じ 

２５５、 free フリー  自由な  形容詞 

I'm free after 5 pm. 

アイム フリー アフター ファイブ ピー エム 

5 時からひまです。（空いてます。） 

 午後５時は 5 pm 以外、 5 PM  5 p.m.  5 P.M. いずれも使えます 

２５６、 fresh フレッシュ  新鮮な   形容詞 
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Everything looked fresh. 

エブリスィング ルックト フレッシュ 

すべてが生き生きしているように見えた。 

２５７、 friend フレンド  友達  名詞 

They are good friends. 

ゼイ アー グッド フレンズ 

彼らは良い友達です。 

２５８、from フロム ～から  前置詞 

I go to Kyoto from Tokyo. 

アイ ゴウ トゥ キョウト フロム トーキョウ 

東京から京都に行きます。 

２５９、front  フロント  前   名詞 

She sat at the front of the class. 

シー サット アット フロント オヴ ザ クラス 

彼女は教室の最前席に座った。 

sat:sit スィットの過去、過去分詞     sit sat sat スイット サット サット  

class:教室、授業 

２６０、 fruit  フルートゥ  果物   名詞 

Would you like some fruit? 
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ウッド ユー ライク サム フルートゥ 

果物はいかがですか。  

不可算名詞（集合的の場合）であるが、可算名詞として複数形 fruits（フルーツ）とするこ

ともある（例：成果、結果） 

Would you like ～？:いかがですか（何かをすすめるときの言い方） 

２６１、 full フル  いっぱいの  形容詞 

He ran at full speed. 

ヒー ラン アット フル スピード 

彼はフルスピードで（全力で）走った。 

ran:ラン run ランの過去形   run ran run ラン ラン ラン  

run は口をすぼめて、舌を反らせて、口をあまり開けずに発音  

ran は口をすぼめて、舌を反らせて、口を開けて発音  

２６２、fun ファン  楽しい  名詞、形容詞 

We had fun. 

ウィ ハド ファン 

私たちは楽しかった。 

２６３、funny ファニー  おかしい  形容詞 

What's so funny? 

（フ）ワッツ ソウ ファニー 
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なにがそんなにおかしいの。 

２６４、 future フューチャー 未来  名詞 

You will know the answer in the future. 

ユー ウィル ノウ ジ アンサー イン ザ フューチャー 

君は将来（未来に）その答えを知る。 

the answer:ジ アンサー（母音の前の the はジと発音） 

answer:アンサー、答え、know:ノウ、知る 

２６５、 game ゲイム  試合  名詞 

We won the game. 

ウィ ワン ザ ゲイム 

僕らは試合に勝った。 

won:ワン win ウィンの過去形  win won won ウィン ワン ワン 

２６６、 garden ガーデン  庭園  名詞 

We have a small garden. 

ウィ ハヴ ア スモール ガーデン 

私たちの家には小さな庭があります。 

２６７、gas  ギャス  ガス、気体、ガソリン  名詞 

Turn on the gas. 

ターン オン ザ ギャス  
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ガスをつけてください。 

２６８、 get ゲット  手に入れる  動詞 

Where did you get the hat? 

ホェア ディドゥ ユー ゲット ザ ハット？ 

その帽子どこで手に入れたの（買ったの）。   

get  got  gotten/got   ゲット ゴット ゴトン/ゴット 

２６９、 girl  ガール  女の子  名詞 

She’s a teenage girl. 

シーズ ア  ティーネイジ ガール 

彼女は 10 代の女の子です。 teenage: 十代 

２７０、 give ギヴ あげる  動詞 

Give me a hand, will you?  

ギヴ ミー ア ハンド ウィル ユー 

手伝ってもらえませんか。                

 give gave given  ギヴ ゲイヴ ギヴン 

２７１、go ゴウ 行く  動詞 

We go to school on foot. 

アイ ゴウ トゥ スクール オン フット 

私たちは歩いて学校へ行きます。 
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on foot：歩いて   school に冠詞（a,the)は不要         

go went gone  ゴウ ウェント ゴーン 

２７２、 glad グラッド  うれしい   形容詞 

I'm glad to meet you. 

アイム グラッド トゥ ミート ユー 

あなたに会えてうれしいです。 

２７３、 god ゴッド 神   名詞 

Do you believe in God？ 

ドゥ ユー ビリーヴ イン ゴッド 

神様を信じていますか。 

believe in～:～の存在を信じる God:ゴッド、神、大文字の G で始まることが多い 

２７４、gold ゴウルド 金、金の 名詞、形容詞 

Speech is silver, silence is gold. 

スピーチ イズ シルバー サイレンス イズ ゴウルド 

雄弁は銀、沈黙は金。（ことわざ） （言わぬが花、と同じ） 

２７５、 good グッド  良い  形容詞 

This is a good book. 

ディス イズ ア グッド ブック 

これは良い本です。 
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２７６、 grass グラ－ス  草、草原  名詞 

Lie down on the grass. 

ライ ダウン オン ザ グラース 

草の上に寝てください。 

glass：グラース、 ガラス  

ｒと l の違い：ｌ（エル）は、舌先を上顎（前歯の下）につける  

r(アール)は、舌先を反らせて（まるめて）上顎にはつけない 

２７７、 great  グレイトゥ  すばらしい  形容詞 

The food in autumn is great. 

ザ フード イン オータム イズ グレイト 

秋の食べ物はおいしい（素晴らしい）。 

２７８、 green グリーン 緑の  形容詞 

I like green tea. 

アイ ライク グリーン ティー 

私はお茶（緑茶）が好きです。 

２７９、 group グループ   グループ 名詞 

Join our dance group. 

ジョイン アウアー ダンス グループ 

私たちのダンスグループに入りなさいよ。 
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２８０、 grow グロウ 育つ、育てる  動詞 

I grow roses. 

アイ グロウ ローズィーズ 

私はばらを育てている。  grow grew grown  グロウ グルー グロウン 

２８１、 hair ヘア 髪の毛   名詞 

I had my hair cut. 

アイ ハド マイ ヘアー カット 

髪をカットしてもらった。 

have ～ 動詞（過去分詞）：～してもらう 

cut: cut カット、切るの過去、過去分詞  cut cut cut カット カット カット 

２８２、 half ハーフ  半分  名詞 

Half of eight is four. 

ハーフ オブ エイト イズ フォー 

８の半分は４ 

２８３、 hand ハンド  手  名詞 

We had a walk hand in hand. 

ウィ ハド ア ウォーク ハンド イン ハンド 

私たちは手をつないで歩いた。 

have a walk 歩く（walk と同じ）  hand in hand:手をつないで 
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２８４、 happen ハップン  起こる  動詞 

What happened to Tom? 

フワット ハップンド トゥ トム 

トムに何があったの。  

２８５、 happy ハッピー  幸せな   形容詞 

I'm very happy to meet you. 

アイム ヴェリー ハッピー トゥ ミートゥ ユー 

あなたに会えてうれしいです。 

２８６、 hard ハード かたい、きびしい  形容詞 

He was a hard worker. 

ヒー ワズ ア ハード ワーカー 

彼は勤勉だった。 

２８７、hat  ハット 帽子（ふちのある帽子、ないのは cap）名詞 

He took off his hat. 

ヒー トゥック オフ ヒズ ハットゥ 

彼は帽子をとった。 

took:take(テイク）の過去形  take took taken テイク トゥック テイクン 

２８８、 have ハヴ  持っている  動詞 

I have a pencil in my hand. 
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アイ ハヴ ア ペンシル イン マイ ハンド 

私は手に鉛筆を持っています。            

have had had  ハヴ ハド ハド 

２８９、 head  ヘッド  頭  名詞 

Use your head. 

ユーズ ユアー ヘッド 

頭を使いなさい。 

２９０、 hear ヒアー  聞く  動詞 

I didn't hear what you said. 

アイ ディデゥントゥ ヒアー フワット ユー セッドゥ 

あなたの言ったことが聞こえなかった。  

hear heard heard  ヒアー ハード ハード 

２９１、 healthy  ヘルスィー  健康な  形容詞 

You look healthy. 

ユー ルック ヘルスィー 

君は元気そうだね。 

２９２、 heavy ヘヴィー  重い  形容詞 

This bag is too heavy for me. 

ディス バッグ イズ トゥー ヘヴィー フォー ミー 
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この袋は、私には重すぎる。 

２９３、 hello  ハロー やあ、こんにちは  間投詞 

Hello everyone. I am Tom the fox. 

ハロー エヴリワン アイ アム トム ザ フォックス 

こんにちは、みなさん。私はきつねのトムです。 

fox:フォックス きつね 

２９４、 help ヘルプ  助ける  動詞 

They helped me. 

ゼイ ヘルプトゥ ミー 

彼らが助けてくれた。 

２９５、 here ヒア  ここに  副詞 

I leave here next week. 

アイ リーヴ ヒア ネクストゥ ウィーク 

来週ここを出発します。 

２９６、 hi  ハイ こんにちは、やあ 間投詞（よびかけ） 

Hi everyone! 

ハイ エヴリワン 

みんな、こんにちは。 

２９７、 high ハイ 高い 形容詞 
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I had a high fever. 

高熱だったんだ。 

high と hi は発音は同じです 

２９８、hit ヒット  打つ  動詞 

He hit a home run. 

ヒー ヒット ア ホームラン 

彼はホームランを打った。 

hit の過去,過去分詞もおなじ hit       hit hit hit ヒット ヒット ヒット 

もし現在形なら  He hits a home run. ヒー ヒッツ ア ホウムラン 

彼はホームランを打つ。 

（２９９，hold-------DVD の最後に掲載） 

３００、 holiday ホリデイ 休日 名詞 

Where are you going for the summer holidays. 

ホェアー アー ユー ゴーイング フォー ザ サマー ホリデイズ 

夏休みはどこへ出かけるの。 

３０１、 home ホウム 家  名詞 

We left home for the United States. 

ウィ レフト ホウム フォー ザ ユナイテッド ステイツ 

私たちは故国を離れて合衆国に向かった。 
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３０２、 honest オネスト 正直な 形容詞 

He was honest with me. 

ヒー ワズ オネスト ウィズ ミー 

彼は私に正直だった。 

３０３、hope ホウプ  希望 名詞、動詞 

Where there is life, there is hope. 

ホエアー ゼアー イズ  ライフ ゼアー イズ  ホウプ 

命のある間は望みがある。（聖書の引用） 成句（ことわざ）では、冠詞省略がある 

本来は Where there is a life, there is a hope. 

 ３０４、 horse ホース 馬 名詞 

He eats like a horse. 

ヒー イーツ ライク ア ホース 

彼は馬みたいに食べる。（大食いだ。） 

３０５、 hospital ホスピタル 病院 名詞 

He's in the hospital. 

ヒーズ イン ザ ホスピタル 

彼は入院中です。 

３０６、 hot ホット（ハット） 暑い 形容詞 

It's hot today. 
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イッツ ホット トゥデイ 

今日は暑い。 

発音は、アメリカ英語では、ハットに近い 

３０７、 hotel ホテル  旅館、ホテル   名詞 

What hotel are you staying at? 

（フ）ワット ホテル アー ユー ステイング アット 

どのホテルにお泊りですか。 

３０８、 hour アウアー 時間  名詞 

It took half an hour. 

イットゥ トゥック ハーフ アン アウアー（アナウアー） 

到着まで 30 分かかりました。 

our と hour どちらも、 アワーでなくてアウアー、ワの音は入らない 

３０９、 house   ハウス  家  名詞 

I live in this house. 

アイ リヴ イン ディス ハウス 

私はこの家に住んでいる。 

３１０、how  ハウ どんなふうに  副詞（疑問詞） 

How are you?  ハウ アー ユー  

Fine thanks. And you? ファイン サンクス アンド ユー 
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お元気ですか。  

元気です。あなたは。 

３１１、 human ヒューマン  人間、人間の 名詞、形容詞 

He studied the human body. 

ヒー スタディード ザ ヒューマン バディー 

彼は人体の研究をした。studied:study の過去形 

３１２、 hundred ハンドレッド 百、100  名詞 

I paid two hundred yen. 

アイ ペイド トゥー ハンドレッド イエン 

私は 200 円払った。 

paid:pay ペイ 払うの過去形    pay paid paid ペイ ペイド ペイド  

３１３、 hungry ハングリー おなかがすいた  形容詞 

Are you hungry?  アー ユー ハングリー  

Yes, I'm hungry. アー ユー ハングリー  

おなかがすいたの。 

うん、おなかがすいた。 

３１４、 hurry ハリー  急ぐ、大急ぎ  動詞、名詞 

Don't hurry.  

ドント ハリー 
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急がなくていいよ。 

３１５、 hurt ハート  傷つける、痛む  動詞 

I got hurt. 

アイ ゴットゥ ハート 

けがをした。got:get の過去形 

３１６、 husband ハズバンド  夫  名詞 

He is my husband and I'm his wife. 

ヒー イズ マイ ハズバンド アンド アイム ヒズ ワイフ 

彼は私の夫で、私は妻です。 

ｗife:ワイフ 妻 

３１７、 I アイ 私  人称代名詞（いつも大文字） 

I slipped on the ice. 

アイ スィップトゥ オン ジ アイス 

氷の上ですべった。 slip:スリップ すべる   

３１８、ice アイス 氷、アイスクリーム   名詞 

Don't eat so much ice cream. 

ドント イートゥ ソウ マッチ アイスクリーム 

そんなにアイスクリームを食べてはいけません。 

much:マッチ たくさんの 数えられない名詞の時、水、砂糖  
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many:メニー たくさんの 数えられる名詞の時、本、鉛筆 

３１９、 idea アイディーア 考え 名詞 

That's a good idea. 

ザッツ ア グッドゥ アイディーア 

それはいい考えだ。 

３２０、 if イフ  もし～なら  接続詞 

If you are tired, we will go home. 

イフ ユー アー タイヤード ウィ ウィル ゴウ ホウム 

もし疲れているなら、家に帰りましょう。 

３２１、 ill イル 病気の  形容詞 

She is ill in bed. 

シー イズ イル イン ベッド 

彼女は病気で寝ている。 

３２２、 important インポータント  重要な 形容詞 

It is important to study English. 

イッツ インポータント トゥスタディー イングリッシュ 

英語を勉強するのは大事です。 

３２３、 in イン ～に、～の中に  前置詞 

She is in France. 
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シー イズ イン フランス 

彼女はフランスにいます。 

３２４、 increase インクリース ふえる、ふやす  動詞 

I increased the speed. 

アイ インクリーストゥ ザ スピード 

私は速度（スピード）を上げた。 

３２５、 inside ～の中に  前置詞、名詞 

I was inside the house (in the house). 

アイ ワズ インサイド ザ ハウス（イン ザ ハウス） 

私は家の中にいました。 

３２６、interest インタレスト 興味 名詞、 興味を起こさせる 動詞 

He has little interest in politics. 

ヒー ハズ リトル インタレスト イン ポリティックス 

彼は政治にほとんど興味がない。 

little:ほとんどない  a little:少し  interest in～：～に対する興味 

３２７、 interested インタレスティッド 興味がある  形容詞 

He is interested in music. 

ヒー イズ インタレスティッド イン ミュージック 

彼は音楽に興味がある。 
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３２８、 interesting インタレスティング おもしろい  形容詞 

It looks interesting. 

イット ルックス インタレスティング 

おもしろそうだね。 it looks ～：～に見える 

３２９、 international インターナショナル  国際的な 形容詞 

The bus will take you to Tokyo International Airport. 

ザ バス ウィル テイク ユー トゥ トウキョウ インターナショナル エアポート 

あのバスに乗ると東京国際空港に行けるよ。 

（直訳：あのバスがあなたを東京国際空港に連れて行きます。） take:連れて行く 

３３０、 into  イントゥ ～の中に  前置詞 

They came into the house. 

ゼイ ケイム イントゥ ザ ハウス 

彼らは家の中に入った。 

came:ケイム come の過去形     come came come カム ケイム カム 

３３１、 invite インヴァイトゥ 誘う  動詞 

They invited me to the party. 

ゼイ インヴァイテッド ミー トゥ ザ パーティー 

彼らは私をパーティーに誘ってくれた。 

３３２、 island  アイランド  島 名詞 
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Japan is an island country. 

ジャパン イズ アン アイランド（アナイランド） カントリー 

日本は、島国です。country ：国、nation と同じ  

is:イズ（be 動詞） 主語が he 彼, she 彼女  it それ （3 人称単数の時） 

３3３、 it イットゥ それ 代名詞 

I gave it to him.      I gave him a book. 

アイゲイブイットゥ トゥヒム アイゲイブヒム アブック 

彼にそれをあげた。彼に本をあげた。 

×I gave him it.とは言わない。 

give:ギブ gave ゲイブは過去形   give gave given ギヴ ゲイヴ ギヴン 

３３４、 job ジョブ  仕事  名詞 

He got a part-time job as a waiter. 

ヒー ゴット ア パートタイム ジョブ アズ ア ウェイター 

彼は給仕（ウェイター）として働くパートタイムの仕事を手に入れた。 

got:ゴット get：ゲット 得るの過去形 get got gotten ゲット ゴットゥ ゴトゥン 

３３５、 join  ジョイン  参加する  動詞 

Please join in a game. 

プリーズ ジョイン インナ（イン ア）ゲイム 

ゲームに参加してください。  
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３３６、 jump ジャンプ 飛び上がる 動詞 

He jumped on a bus. 

ヒー ジャンプト オンナ（オン ア）バス 

彼はバスに飛び乗った。 

３３７、 junior ジュニア 年下の  形容詞 

I'm a junior high school student.  

アイム ジュニア ア ジュニア ハイスクール スチューデント 

僕は中学生です。 

３３８、 just ジャスト ちょうど、正しい  形容詞、副詞 

It's just 12 o'clock. 

イッツス ジャストゥ トゥエルヴ オクロック 

ちょうど 12 時だ。 

３３９、 keep 守る、保つ  動詞 

Please keep your promise. 

プリーズ キープ ユアー プロミス 

約束を守ってね。        

keep kept kept  キープ ケプト ケプト 

３４０、 key キー 鍵    名詞 

This is the room key. 
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ディッス イズ ザ ルーム キー 

これが部屋の鍵です。 

３４１、 kind カインドゥ  親切な  形容詞 

She is kind. 

シー イズ カインドゥ 

彼女は親切だ。 

３４２、 king キング  王 名詞 

He became King of England. 

ヒー ビケイム キング オヴ イングランド 

彼はイギリス国王になった。 

普通は k は小文字だが、決まった人の場合、大文字の K を使う時もある 

３４３、 kitchen キッチン  台所 名詞 

We ate breakfast in the kitchen. 

ウィ エイト ブレイクファスト イン ザ キッチン 

私たちは台所で朝ごはんを食べました。 

ate:エイト eat：イートの過去形         eat ate eaten イート エイト イートゥン 

３４４、 knife ナイフ  ナイフ  名詞 

Be careful. The knife is sharp. 

ビー ケアフル ザ ナイフ イズ シャープ 
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気を付けて。そのナイフはよく切れるよ。 

３４５、 know ノウ 知っている  動詞 

Do you know how to swim? 

ドゥ ユー ノウ ハウ トゥ スウィム 

泳ぎ方を知ってますか（泳げますか）。       

know knew known  ノウ ニュー ノウン 

３４６、 lady レイディー  女性、貴婦人  名詞 

My dream is to become the First Lady. 

マイ ドリーム イズ トゥ ビカム ザ ファースト レイディ 

私の夢は大統領夫人になることなの。(大文字でなく first lady でもよい） 

３４７、 lake レイク 湖  名詞 

I rowed a boat on the lake. 

アイ ロウド ア ボウト オン ザ レイク 

私は湖でボートを漕いだ。 

row:ロウ 漕ぐ（こぐ） boat:ボウト 船  

３４８、 land  ランド 陸、土地、国 名詞 

Italy is his native land. 

イタリー イズ ヒズ ネイティヴ ランド 

イタリアは彼の生まれ故郷だ。 
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３４９、 language ラングイジ  言語 名詞 

She speaks three languages. 

シー スピークス スリー ラングイジーズ 

彼女は 3 か国語を話す。 

３５０、 large ラージ 大きい  形容詞 

The cat is large. 

ディス キャット イズ ラージ 

その猫は大きい。 

３５１、 last ラーストゥ  最後の 形容詞 

It's the last train. 

イッツ ザ ラーストゥ トレイン 

あれが最後の列車（電車）です。 

３５２、 late レイトゥ おそい 形容詞 

Better late than never. 

ベター レイトゥ ザン ネヴァー 

おそくてもしないよりはまし（ことわざ） 

３５３、 laugh ラフ 笑う  動詞 

Everyone laughed at me. 

エヴリワン ラフト アット ミー 
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みんな私を笑った。 

３５４、 learn ラーン 学ぶ  動詞 

He learned how to skate. 

ヒー ラーンド ハウ トゥ スケイト 

彼はスケートを習った。 skate:スケイト  スケートをする 

３５５、leave リーヴ 去る  動詞 

We left Tokyo for Los Angeles. 

ウィ レフト トウキョウ フォー ロサンジェルス 

私たちは東京を出発してロサンジェルスに向かった。 

left:レフト leave:リーヴ の過去,過去分詞  leave left left リーヴ レフト レフト 

３５６、left レフト 左、左の  名詞、形容詞 

Where is the station?  

ホエアー イズ ザ ステイション 

Turn left. 

ターン レフト 

駅はどこですか。 

左に曲がってください。 

３５７、 leg レッグ 足  名詞 

He crossed his legs. 
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ヒー クロストゥ ヒズ レッグス 

彼は足を組んだ。 

３５８、 lend  レンドゥ  貸す  動詞 

Will you lend me your pencil? 

ウィル ユー レンド ミー ユアー ペンシル 

鉛筆を貸してくれませんか。   

lend lent  lent レンド レント レント 

３５９、 lesson レッスン 授業 名詞 

Shall we begin our lesson? 

シャル ウィ ビギン アウアー レッスン 

授業をはじめましょうか。 

３６０、 let  レット ～させる  動詞 

Let him say what he likes. I don't care. 

レット ヒム セイ フワット ヒー ライクス アイ ドント ケア 

彼の好きなように言わせておいて。私は気にしないから。 

３６１、 letter レター  手紙 文字 名詞 

I wrote a letter to her. 

アイ ロウトゥ ア レター トゥ ハー 

彼女に手紙を書いた                    
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write  wrote written  ライトゥ ロウトゥ リトゥン 

３６２、 library ライブラリー  図書館  名詞 

He is in the library. 

ヒー イズ イン ザ ライブラリー 

彼は図書館にいます。 

３６３、 life ライフ  生活、人生   名詞 

He lived a happy life. 

ヒー リヴド ア ハッピー ライフ 

彼は幸せな人生を送りました。 

３６４、 light ライト ①軽い 形容詞 ②光 名詞 

Give me light beer. 

ギヴ ミー ライト ビア 

ライト（軽い）ビールをください。 

Please turn on the light. 

プリーズ ターン オン ザ ライト 

電気をつけてください。 

３６５、 like  ライク ～が好きです  動詞 

I like ice cream. 

アイ ライク アイスクリーム 
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アイスクリームが好きです。 

３６６、line ライン 線、ひも  名詞 

He draws a curved line. 

ヒー ドゥローズ ア カーヴド ライン 

彼は曲線を描く。 

curve:曲げる  curved line:曲線 

３６７、 lion ライアン   ライオン 名詞 

Lion is the king of the beasts. 

ライアン イズ ザ キング オブ ザ ビースツ 

ライオンは百獣の王 

beast:ビースト 獣、動物 

３６８、 list リスト   表、リスト  名詞 

I made a shopping list. 

アイ メイド ア ショッピング リスト 

私は買い物の一覧表（リスト）を作った。 

３６９、listen リッスン  聞く 動詞 

She listened to the music. 

シー リッスンド トゥ ザ ミュージック 

彼女は音楽を聴いた。 
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３７０、 little リトル 小さい  形容詞 

She is too little to go out alone. 

シー イズ トゥー リトル トゥ ゴウ アウト アロウン 

彼女は小さすぎて一人で外には出られない。 

３７１、 live リヴ 住む 動詞 

Where do you live ?   

ホエアー ドゥ ユー リヴ 

I  live in London.  

アイ リヴ イン ロンドン 

どこにお住まいですか。 

ロンドンに住んでます。 

３７２、 long ロング  長い 形容詞 

She has long hair. 

シー ハズ ロング ヘアー 

彼女の髪（かみ）は長い。 

３７３、 look ルック 見る  動詞 

Look at the bird. 

ルック アット ザ バード 

あの鳥を見て。 
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３７４、 lose ルーズ ～を失う、なくす 動詞 

I lost my mobile phone. 

アイ ロスト マイ モバイル フォン 

携帯電話をなくしちゃった。 

mobile phone:モバイル フォン 携帯電話       

lose lost lost ルーズ ロスト ロスト 

３７５、love ラヴ  愛する 動詞 

They loved each other. 

ゼイ ラヴドゥ イーチ アザー 

彼らは愛し合っていた。 

３７６、low ロウ 低い  形容詞 

The bird is flying low. 

ザ バード イズ フライング ロウ 

鳥は低く飛んでいる。 

low :発音はロウ  発音が似ている単語 law:ロー（意味は法律） 

３７７、lucky ラッキー  運がいい。 

You are lucky. 

ユー アー ラッキー 

君は運がいい。 
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３７８、 lunch ランチ  昼食  名詞 

Let's have lunch. 

レッツ ハヴ ランチ 

昼食を食べよう。 

３７９、 machine マシーン 機械  名詞 

This is a washing machine. 

ディス イズ ア ウォッシング マシーン 

これは洗濯機です。 

３８０、 magazine マガズィン 雑誌  名詞 

She is reading a magazine. 

シー イズ リーディング ア マガズィン 

彼女は雑誌を読んでいます。（現在進行形） 

３８１、 mail メイル    郵便物、メール  名詞、動詞 

I sent an email (electronic mail). 

アイ セント アン イーメイル 

私は電子メールを送った。 

sent:セント send：セントの過去、過去分詞  send sent sent センド セント セント 

３８２、 main メイン  主な  形容詞 

What is the main event of the evening? 
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（フ）ワット イズ ザ メイン イヴェント オブ ジ イブニング 

夜のメインイベントは何ですか。 

evening:イヴニング 夜 

３８３、make メイク 作る 動詞 

Wine is made from grapes. 

ワイン イズ メイド フロム グレイプス 

ワインはぶどうから作る。 

made:メイド make：メイクの過去、過去分詞 

make  made made  メイク メイド メイド 

３８４、 man マン 男、人間  名詞 

Many men, many minds. 

メニイメン メニイマインズ 

十人十色、人の心は様々だ。（ことわざ） 

３８５、 many メニー たくさんの   形容詞 

How many times have you come to Japan? 

ハウ メニー タイムズ ハヴ ユー カム トウ ジャパン 

日本には何回来ましたか。 

have＋ 動詞の過去分詞：現在完了形  

come came come カム ケイム カム 
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３８６、 map マップ 地図  名詞 

This is the map of the world. 

ディス イズ ア マップ オヴ ザ ワールド 

これは世界地図です。 

３８７、 March マーチ 3 月 名詞 

My birthday is March 10th(March tenth). 

マイ バースデイ イズ マーチ テンス 

私の誕生日は 3 月 10 日です。 

日付けは序数なのでテンでなくテンス,書くときに１０の後の th はなくても可 

３８８、 market マーケット  食料品店、市場、  名詞 

She goes to the market every morning. 

シー ゴウズ トゥ ザ マーケット エヴリ モーニング 

彼女は毎朝市場に行きます。 

３８９、 marry マリー 結婚する  動詞 

We married early in life. 

ウィ マリド アーリー イン ライフ 

私たちは早く結婚しました（早婚でした）。 

early in life:人生の早い時期に 

３９０、 matter マター 事柄  名詞 
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What's the matter (with you )? 

（フ）ワッツ ザ マター （ウィズ ユー） 

君、何があったの 

３９１、 ① May メイ 五月 名詞 

② may メイ ～してよい、かもしれない 助動詞 

① May 5(fifth)is Children's Day. 

メイ フィフス イズ チルドレンズ デイ 

5 月 5 日は子供の日です。 

② May I see your passport? 

メイ アイ スィー ユア パスポート 

パスポートを見ていいですか（見せてください）。 

３９２、 me ミー 私に、私を  人称代名詞Ｉ（私）の目的格 

He gave me flowers. 

ヒー ゲイヴ ミー フラワーズ 

彼は私に花をくれた。 

gave(ゲイヴ）:give(ギヴ）の過去形  give gave given ギヴ ゲイヴ ギヴン 

（３９３、meal -------DVD の最後に掲載） 

３９４、 mean ミーン ①～を意味する 動詞  ②平均 名詞 

Money means everything to him. 
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マネー ミーンズ エヴリシング トゥ ヒム 

彼にとってお金がすべてだ。 

３９５、 meat ミート 肉  名詞 

She cut the meat with a knife. 

シー カット ザ ミート ウィズ ア ナイフ 

彼女は肉をナイフで切った。 

cut:カット、切る,過去形も過去分詞も cut  cut cut cut  カット カット カット 

スペルが似ているのが、meet :ミート、会う  発音は meat と同じ 

３９６、meet ミート 会う 動詞 

They often meet each other. 

ゼイ オフン ミート イーチ アザー 

彼らは時々会っている。 

often :オフン しばしば、時々、   each other:お互いに                   

meet met met  ミート メット メット 

３９７、 member メンバー  メンバー、一員  名詞 

He is a member of our team. 

ヒー イズ ア メンバー オヴ アウアー ティーム 

彼はわれわれのチームのメンバーです。 

３９８、 memory メモリー  記憶、思い出  名詞 
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I have a good (bad) memory for names. 

アイ ハヴ ア グッド（バッド）メモリー フォー ネイムズ 

私は名前の記憶が良い（悪い）。 name :ネイム  

３９９、 middle ミドル 真ん中、中央  名詞、形容詞 

She was in the middle of the room. 

シー ワズ イン ザ ミドル オヴ ザ ルーム 

彼女は部屋の中央にいた。 

was:ワズ be 動詞の過去形：he ,she ,it 等 3人称単数の時    (It was ～,He was～) 

I 一人称単数も過去形は was （I was～）   room:ルーム 部屋 

４００、 milk ミルク 牛乳  名詞 

I drink a glass of milk. 

アイ ドリンク ア グラス オブ ミルク 

グラス 1 杯の牛乳をのむ。 

drink:ドリンク 過去形は drank ドランク 過去分詞は drunk:ドランク 

drink drank drunk ドリンク ドランク ドランク 

４０１、 mind マインド  心、気にかける  名詞、動詞 

１、Do you mind if I open the window? 

ドゥ ユー マインド イフ アイ オープン ザ ウィンドゥ 

window :ウィンドゥ 窓 
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２、No, I don't mind. 

ノゥ アイ ドント マインド 

１、窓を開けていいですか。 

２、はい、かまいません。（私は気にしません） 

Yes であれば、逆に開けないで、という意味になる。日本語と違うので、要注意 

（mine は本来４０２番ですが、４３４番に掲載しました） 

４０２、 minute ミニットゥ  分   名詞 

I'll be there in a few minutes. 

アイル ビー ゼアー イン ア（インナ）フュー ミニッツ 

あと数分でそっちに着きます。 

will:未来形を作る  I'm:現在形  I was:過去形  I'll(I will) be:未来形  

in:～で   a few :いくつかの(few はほとんどないとき） a few minutes:数分   

４０３、① miss ミス 取り逃がす、いなくてさびしい 動詞 

② Miss ミス 未婚女性 名詞 Mはいつも大文字 

① I missed the train. 

アイ ミストゥ ザ トレイン 

電車（列車）に乗り遅れた。 

② Hello, Miss Melany. 

ハロー ミス メラニー 
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メラニーさん、こんにちは。 

４０４、 mistake ミステイク 間違い、誤り  名詞 

It was a mistake to trust him. 

イット ワズ ア ミステイク トゥ トラスト ヒム 

彼を信じたのが間違いだった。 

trust:信じる 

４０５、 Monday マンデイ 月曜日  名詞 （曜日名はいつも大文字から

始まる） 

What day comes after Monday? 

フワット デイ カムズ アフター マンデイ 

月曜日の次は何曜日ですか。 

Sunday サンデイ 日曜日     Monday マンデイ 月曜日  

Tuesday チュウズデイ 火曜日   Wednesday ウエンズデイ 水曜日 

Thursday サーズデイ 木曜日   Friday フライデイ 金曜日 

Saturday サータデイ 土曜日 

４０６、money マネー お金 名詞 

Time is money. 

タイム イズ マネー 

時は金なり。（ことわざ） 
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４０７、 month マンス  月  名詞 

How long will you be staying?   

ハウ ロング ウィル ユー ビー ステイング 

いつまでご滞在ですか。（未来進行形：主語＋will＋be＋動詞 ing ～しているだろう） 

I will be here until next month. 

アイ ウィル ビー ヒアー アンティル ネクスト マンス 

来月までここにいます。（滞在する） 

until :～までずっと（till とほぼ同じ）   間違えやすいのが by:～までに  

例：今日は午後８時までに帰ります I will be home by 8 pm(8 o'clock in the evening) today. 

４０８、 moon ムーン 月  名詞 

There is a full moon tonight. 

ゼア イズ ア フル ムーン トゥナイト 

今日は満月が出ています。  full :いっぱいの  full moon:満月 

４０９、 more モア もっと多く 形容詞（much,manyの比較級） 

He has more books than me. 

ヒー ハズ モア ブックス ザン ミー 

彼は私より多くの本を持っています。 

４１０、 morning モーニング  朝  名詞 

They talked from morning till night. 
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ゼイ トークトゥ フロム モーニング ティル ナイト 

彼らは朝から夜まで話をした。 

４１１、most モウスト 最も多い（much 、ｍanyの最上級）、たいていの  形

容詞 

Most people like apples. 

モウスト ピープル ライク アップルズ 

たいていの人はりんごが好きだ。 

４１２、 mother マザー 母親   名詞 

She is a mother of two children. 

シー イズ ア マザー オヴ トゥー チルドレン  

彼女は二人の子供の母親です。 

child ：チャイルドの複数形が children (チルドレン) 特殊な形 

４１３、 mouse マウス  ねずみ（はつかねずみ） 名詞 

She stood up and looked at the mouse. 

シー ストゥッドゥ アップ アンド ルックトゥ アット ザ マウス 

彼女は立ち上がってそのネズミを見た。 

４１４、 mouth マウス 口 名詞 

Shut your mouth! 

シャット ユア マウス 
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おだまり。（黙れ。）   shut:シャット 閉じる 

mouth （口）と mouse（ネズミ）の発音の違い 

th：舌先を上下の歯で挟む、日本語にはない発音ですが、練習するとできます 

se ：舌をはさまずスと発音、こちらは簡単 

４１５、 move ムーヴ  動く、動かす 動詞 

I moved the cart. 

アイ ムーヴド ザ カート 

カートを動かしました。 

move：ムーヴ ve の発音ヴは、下唇を上の歯ですこしだけかむ 

th とおなじで日本語にはない発音ですが、慣れればできます 

この本では、ブ（b の発音）と区別するためヴ（v の発音）と書いてあります 

４１６、 movie ムーヴィー 映画 名詞 

He's a movie star. 

ヒーズ ア ムーヴィー スター 

彼は映画スターだ。 

４１７、much マッチ たくさんの（数えられないもの）形容詞   

I don't drink much wine 

アイ ドントゥ ドリンク マッチ ワイン 

あまりワインは飲みません。 
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many :メニイ たくさんの（数えられるものの時） 

４１８、must マスト ～しなければならない 助動詞 

We must eat to live. 

ウィ マスト イート トゥ リヴ 

生きるためには食べなければならない。 

４１９、 my マイ 私の 人称代名詞 I の所有格 

My name is Anne Shirly. 

マイ ネイム イズ アン シャーリー 

私の名前はアン・シャーリーです。（赤毛のアンの主人公の名前） 

一人称単数の格変化：I アイ主格、my マイ 所有格、me ミー 目的格 

４２０、 name ネイム  名前  名詞 

What's your name? （What is your name?) 

（フ）ワッツ ユアー ネイム（ワットイズユアーネイム） 

お名前は何とおっしゃいますか。 

４２１、 narrow ナロウ 狭い  形容詞 

This road is too narrow for cars. 

ディス ロウド イズ トゥー ナロウ フォー カーズ 

この道は自動車にとって狭すぎる。 

４２２、 national ナショナル  国民の 形容詞 
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This is our national flag. 

ディス イズ アウアー ナショナル フラッグ 

これは私たちの国旗です。 

４２３、natural ナチュラル 自然の 形容詞 

The country has natural beauty. 

ザ カントリー ハズ ナチュラル ビューティ 

この国には自然の美しさがある。 

４２４、 near  ニア 近く 副詞、前置詞 

Keep near to me. 

キープ ニア トゥ ミー 

私のそばにいなさい。 

４２５、 necessary ネセサリー 必要な 形容詞 

Call me again, if necessary. 

コール ミー アゲイン イフ ネセサリー 

必要ならまた私に電話してください。 

４２６、 need ニード 必要である  動詞 

We need you. 

ウィ ニード ユー 

君が必要なんだ。 
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４２７、 never ネヴァー 決して～ない、いまだ～ない 副詞 

I have never seen a panda. 

アイ ハヴ ネヴァー シーン ア パンダ 

僕はパンダを見たことがない。 

have＋動詞の過去分詞：現在完了 今までに～した 

see:シー（スィー）見る  see  saw  seen シー ソー シーン 

４２８、new ニュー 新しい  形容詞 

I wish you a Happy New Year. 

アイ ウィッシュ ユー ア ハッピー ニュー イエアー 

新年おめでとう。wish:望む 

４２９、 news ニューズ  知らせ、ニュース  名詞 

Is there any news? 

イズ ゼアー エニィ ニューズ 

なにか変わったことがありますか。 

４３０、 newspaper ニューズペイパー（アメリカ） ニュースペイパー（イ

ギリス） 新聞 名詞 

I read the newspaper every day. 

アイ リード ザ ニュースペイパー エヴリー デイ 

私は毎日、新聞を読みます。 
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４３１、 next ネクスト 次の 形容詞 

He was the next person to come. 

ヒー ワズ ザ ネクスト パーソン トゥ カム 

次に来たのが彼だった。 

４３２、 nice ナイス すばらしい 形容詞 

It was a nice dance. 

イット ワズ ア ナイス ダンス 

すばらしいダンスだった。 

４３３、 night ナイト 夜  名詞 

They walked all night. 

ゼイ ウォークト オール ナイト 

彼らは一晩中歩いた 

４３４、(４０２が本来の位置) mine マイン 私の物（私 I の所有代名詞） 

This book is mine, not yours. 

ディス ブック イズ マイン ノット ユアーズ 

この本は私の物で、あなたの物ではありません。 

４３５、no ノー、ノーゥ（強調する時）いいえ、ひとつも～ない 副詞、形容

詞、名詞 

Do you like green peppers?  
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ドゥ ユー ライク グリーンペパーズ  

No, I don't.         

ノーゥ アイ ドント 

ピーマンは好きですか。 

いいえ、嫌いです。 

４３６、noise ノイズ 雑音、騒音  名詞 

What is that noise?        （What's that noise?) 

（フ）ワットゥ イズ ザットノイズ （（フ）ワッツ ザット ノイズ） 

あの物音は何。 

４３７、 none ナン いずれも～ない  代名詞 

It's none of your business. 

イッツ ナン オヴ ユアー ビジネス  

君の知ったことではない。（君の仕事ではない。要するに、黙っていてほしい、という意味） 

４３８、noon ヌーン 正午  名詞 

I slept until noon. 

アイ スレプト アンティル ヌーン 

僕は正午まで寝てました。 

４３９、 north ノース 北  名詞 

We drove to the north of the town. 
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ウィ ドロウヴ トゥ ザ ノース オヴ ザ タウン 

私たちはその町よりももっと北に向かった。 

drove :ドロウヴ drive:ドライヴの過去形、 

drive drove driven ドライヴ ドロウヴ ドリヴン 

４４０、 nose ノウズ 鼻 名詞 

He blew his nose. 

ヒー ブルー ヒズ ノウズ   

彼は鼻をかんだ。 

blow：ブロウ 吹く 過去形は blew :ブルー 過去分詞 blown：ブロウン   

blow blew blown ブロウ ブルー ブロウン  

４４１、not ナット（ノットよりナットに近い）～でない 副詞 

You don't have to hurry.  

ユー ドント ハフ トゥ ハリー 

急ぐ必要はありません。 

have to～ :ハフト（ハヴトゥではない：発音要注意）～しなければならない  

must と同じ意味   

don't have to :～する必要がない  hurry:ハリー 急ぐ 

４４２、notebook ノウトブック  ノート、帳面  名詞 

Write in your notebook. 
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ライト イン ユア ノウトブック 

君のノートに書いてください。 

note :ノウト メモ、記録  write:ライト書く、発音は R なので right 右、正しい、と同じ

だが、light:ライト光 こちらは発音は L なので write とは違う 

４４３、 nothing ナッシング 何も～ない 名詞 

It's nothing. 

イッツ ナッスィング 

そんなことはなんでもないよ。（お安い御用だ。） 

it's : it has と it is の省略形、ここでは、it is の略 

its : it の所有格 it's も its も発音はイッツで同じ 

４４４、 November ノヴェンバー 11 月 名詞 

November 3rd is Culture Day. 

ノヴェンバー サード イズ カルチャー デイ 

11 月 3 日は文化の日です。 

４４５、 now ナウ 今  副詞 

Do it right now. 

ドゥー イット ライト ナウ 

いますぐやりなさい。 

right now:ライト ナウ  今すぐ 
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４４６、 number ナンバー 数 名詞 

What number are you?  ワット ナンバー アー ユー  

I'm number four.    アイム ナンバー ４ 

あなたは何番ですか。 

4 番です。 

４４７、 October オクトーバー 10 月 名詞 

When is your birthday? 

ホエーン イズ ユアー バースデイ 

誕生日はいつですか。 

I was born on October 1st. 

アイ ワズ ボーン オン オクトーバー ファースト 

私は 10 月 1 日生まれです。 

４４８、 of オヴ ～の 前置詞 

I took her a cup of coffee. 

アイ トゥック ハー ア カップ オブ コーフィー 

私は彼女に 1 杯のコーヒーを持っていった。 

４４９、 off オフ  ～から離れて  前置詞 

Keep off the grass. 

キープ オフ ザ グラース 
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 芝生に入らないでください。（掲示板） 芝生内立ち入り禁止 

glass： グラース（ガラス） grass ：グラース（芝生、草） LとＲの発音の違い、要注意 

 ４５０、 office オフィス 事務所 名詞 

 This is the head office. 

 ディス イズ ザ ヘッド オフィス 

 ここが本社です。 

４５１、 often オフン （オフテン：イギリス英語） しばしば  副詞 

I often visit him. 

アイ オフン ヴィジット ヒム 

私はよく彼の家に行く。 visit :ヴィジット 訪問する 

４５２、 oh オー まあ、おお（驚いた時、感動した時）  間投詞 

He was injured. ヒー ワズ インジャード  

Oh! Are you sure? オー アー ユー シュアー 

彼はけがをしました。 

まあ、本当。 

４５３、 oil オイル 油、ガソリン  名詞 

She uses vegetable oil for frying fish. 

シー ユージーズ ヴェジタブル オイル フォー フライング フィッシュ 

彼女は魚フライを作るとき、植物油を使います。 vegetable:ヴェジタブル 植物 
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４５４、 old オウルド 古い  形容詞 

How old are you?   ハウ オウルド アー ユー  

I'm seven (years old). アイム セヴン （イエアーズ オウルド） 

あなたは何歳ですか。私は 7 歳です。 

４５５、 on  オン ～の上に 前置詞 

Put the cup on the table. 

プット ザ カップ オン ザ テイブル 

テーブル（食卓）の上にコップを置きなさい。 table: テイブル 食卓、テーブル   

４５６、one ワン 一つ  形容詞、名詞 

She took the eggs out one by one. 

シー トゥック ジ エッグズ アウト ワン バイ ワン 

彼女は卵をひとつずつ取り出した。 

４５７、 once ワンス  一度  副詞 

I have seen her once or twice before. 

アイ ハヴ シーン ハー ワンス オア トゥワイス ビフォーアー 

私は彼女に一度か二度会ったことがある。 

have ＋動詞の過去分詞：現在完了、今までに～したことがある 

see:シー（スィー）会う see saw seen シー（スィー）ソー シーン（スィーン） 

４５８、 only  オウンリー ～のみ  形容詞 
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I have only one dollar. 

アイ ハヴ オウンリー ワン ダラー 

私は１ドルしか持ってない。 

dollar :ダラー ドル（１００セントにあたるアメリカの貨幣単位：日本円で約 100 円） 

４５９、open オウプン 開ける、開いた  動詞、形容詞 

I opened the box.  

アイ オウプンド ザ ボックス 

私は箱を開けた。 

Look at the open window.  

ルック アット ジ オウプン ウィンドウ 

この開いた窓を見て。 

window:ウィンドゥ 窓 

４６０、 or  オア どちらか 接続詞 

Would you like tea or coffee? 

ウッド ユー ウォント ティー オア コーフィー 

紅茶とコーヒーのどちらがいいですか。（丁寧な言い方） 

４６１、 order オーダー 順番  名詞 

The students lined up in order of height. 

ザ スチューデンツ ラインド アップ イン オーダー オブ ハイト 
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生徒たちは身長の順番に並んだ。 

student:スチューデント 生徒  line up :ライン アップ 並ぶ 

in order of :～の順に height:ハイト 身長 

４６２、 our アウアー 私たちの   we ウィの所有格  人称代名詞 

Our house is near the river. 

アウアー ハウス イズ ニア ザ リヴァー 

river：リヴァー 川、 liver：リヴァー 肝臓 （R と L、発音の違い、要注意） 

４６３、 out アウト 外に 副詞 

We went out for a walk. 

ウイ ウェント アウト フォー ア ウォーク 

私たちは外に散歩に行った。 

went: ウェント go ゴウ 行くの過去形  go went gone ゴウ ウェント ゴーン  

walk：ウォーク 散歩、歩行（名詞）、歩く（動詞） 

4６４、 outside アウトサイド 外側（の）  名詞、形容詞 

I don't like outside work. 

アイ ドント ライク アウトサイド ワーク 

僕は屋外の仕事は好きではありません（嫌いです）。 

outside work:屋外の仕事（副業という意味もあり） 

４６５、over オウヴァー ～の上に  前置詞（反対語 under) 
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The moon is over the mountain. 

ザ ムーン イズ オウヴァー ザ マウンテン 

月は山の上にある。  ｍountain:マウンテン 山  

４６６、 own オウン 自分の 形容詞 

My dream is to have my own shop. 

マイ ドリーム イズ トゥ ハヴ マイ オウン ショップ 

私の夢は自分のお店を持つことです。 

４６７、 page  ペイジ    ページ 名詞 

Open the first page. 

オウプン ザ ファースト ペイジ 

最初のページを開いてください。 

４６８、 paint ペイント 塗る、塗料  動詞、名詞 

Let's paint the wall white. 

レッツ ペイント ザ ウォール ホワイト 

壁を白く塗りましょう。  wall:ウォール 壁 

４６９、 pair ペア 一組  名詞 

I bought a pair of shoes. 

アイ ボート ア ペア オヴ シューズ 

私は靴を一足買いました。 
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bought:ボート buy:バイの過去形 buy bought bought バイ ボート ボート 

４７０、pants  パンツ  ズボン、パンツ  名詞 

He bought a pair of pants. 

ヒー ボート ア ペア オブ パンツ 

彼はズボン（パンツ）を 1 着買った。 

４７１、 paper ペイパー 紙、新聞  名詞 

I read it in the paper(s).  

アイ レッド イット イン ザ ペイパー（ズ） 

私はそれを新聞で読んだ。 

read（リード）:読む   過去形、および過去分詞は read:レッド   

スペルは同じで発音が違う   read read read リード レッド レッド 

４７２、 parent ペアレント 親（父か母）、  両親：parents,  名詞 

My parents died in a car accident. 

両親は交通事故で亡くなりました。 

マイ ペアレンツ ダイド インナ（イン ア）カー アクシデント 

car accident:カー アクシデント 交通事故 

４７３、 park パーク 公園  名詞 

"Central Park." 

セントラル パーク 
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セントラルパーク：ニューヨークにある大きな公園 

４７４、 party パーティー  パーティー 名詞 

We went to a dance party. 

ウィ ウェント トゥ ア ダンス パーティー 

私たちはダンスパーティーに行った。 

４７５、 pass パス  通過する  動詞 

I pass by the shop every day. 

アイ パス バイ ザ ショップ エヴリ デイ 

私は毎日その店のそばを通る。 

passed:パスト passの過去形、過去分詞 （476 番の past:パストと発音は同じ） 

４７６、 past パスト 過去（の）  名詞、形容詞 

Summer is past. 

サマー イズ パスト 

夏が過ぎ去った。 

４７７、 pay ペイ 支払う  動詞 

I paid thirty dollars for this hat. 

アイ ペイド サーティ ダラーズ フォー ディス ハット 

私はその帽子に 30 ドル支払った（30 ドルで買った）。 thirty :サーティ３０ 

paid :ペイド pay の過去形、過去分詞 pay paid paid ペイ ペイド ペイド 
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４７８、 pen ペン  ペン、万年筆 名詞 

She wrote a letter with a pen. 

シー ロウト ア レター ウィズ ア ペン 

彼女は手紙をペンで書いた。 

write:ライト書く write wrote written ライト ロウト リトゥン 

４７９、pencil ペンシル 鉛筆  名詞 

Pencils down. 

ペンシルズ ダウン 

鉛筆を起きなさい（試験終了です）。 

４８０、 people ピープル 人々 名詞（複数扱い） 

He doesn't care what people say. 

ヒー ダズント ケアー （フ）ワット ピープル セイ 

彼は人が何と言うか気にしない。 

４８１、 perhaps パーハップス たぶん  副詞 

Will he come?  ウィル ヒー カム  

彼は来るかい。 

Perhaps. パーハップス 

たぶんね。 

４８２、 person パーソン 人 名詞 
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I'm looking for this person. 

アイム ルッキング フォー ディス パーソン 

この人を探しています。 look for～:～を探す 

４８３、phone  フォーン 電話、電話をかける 名詞、動詞 

I spoke to her over the phone（on the phone). 

アイ スポウク トゥ ハー オウヴァー ザ フォーン(オン ザ フォーン） 

彼女と電話で話をした。 

speak：スピーク 話す  speak spoke spoken スピーク スポウク スポウクン 

４８４、piano ピアーノ  ピアノ 名詞 

She's good at playing the piano. 

シーズ グッド アット プレイング ザ ピアーノ 

彼女はピアノを弾くのが上手だ。 good at: ～が上手だ、得意だ 

４８５、pick ピック 選ぶ、摘む（つむ） 動詞 

I picked her some strawberries.  

アイ ピックトゥ ハー サム ストローベリーズ 

I picked some strawberries for her. 

アイ ピックトゥ サム ストローベリーズ フォー ハー 

私は彼女にいちごをつんであげた。 

strawberries:strawberry ストローベリー いちごの複数形 
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４８６、 picnic ピクニック ピクニック 名詞 

We went on a picnic. 

ウィ ウェント オンナ（オン ア）ピクニック 

私たちはピクニックに行った。 

４８７、 picture ピクチャー 写真、絵  名詞 

Could you please take our picture? 

クッド ユー プリーズ テイク アウアー ピクチャー 

私たちの写真を撮ってもらえますか。 

Could you please ～：～してもらえますか。丁寧に頼むとき 

take a picture:テイク ア ピクチャー 写真をとる 

４８８、 place プレイス 場所 名詞  

I don't want to go any place. 

アイ ドント ウォント ゴウ エニー プレイス 

どこにも行きたくない  not any :ノット エニー 何も～ない 

４８９、 plan プラン 計画  名詞 

Do you have any summer vacation plans? 

ドゥ ユー ハヴ エニー サマー ヴァケイション プランズ 

夏休みの計画は何かありますか。 

summer vacation: サマー ヴァケイション 夏休み 
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４９０、 plane プレイン 飛行機 名詞 

I took a plane to Los Angels. 

アイ トゥック ア プレイン トゥ ロサンジェルス 

ロサンジェルスに飛行機で行きました。take a plane:飛行機に乗る 

４９１、 plant プラント 植物、植える 名詞、動詞 

We planted trees. 

ウィ プランテッド トゥリーズ 

私たちは木を植えました。  tree:トゥリー 木 

４９２、 play プレイ 遊ぶ 動詞 

Let's play baseball. 

レッツ プレイ ベイスボール 

野球をしよう。 baseball:ベイスボール 野球 base:ベイス 基地、基礎 

４９３、 please プリーズ 喜ばせる 動詞 

Nothing pleased him. 

ナッシング プリーズド ヒム 

彼は何も気に入らなかった。（何も彼を喜ばせなかった。） 

４９４、 pocket パケット   ポケット 名詞 

His pockets were empty . 

ヒズ パケッツ ワー エンプティー 
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彼は一文無しだ。（からのポケット：お金を全然持ってない） 

発音：アメリカ英語ではパケット、イギリス英語ではポケット 

アメリカ英語では、スペル O(オー）を、オでなくアと発音する場合が多い。 

４９５、 policeman ポリースマン 警察官 名詞 

The policeman arrested the thief. 

警察官が泥棒を逮捕した。 

ザ ポリースマン アレスティッド ザ スィーフ 

police:ポリース 警察 arrest:アレスト 逮捕する  thief:スィーフ 泥棒 

４９６、 poor  プアー 貧乏な 形容詞 

I was rich but now I am poor. 

アイ ワズ リッチ バット アイ アム プアー ナウ 

お金持ちだったけど今は貧乏だ。 

４９７、 popular ポピュラー 人気のある 形容詞 

She is popular. 

シー イズ ポピュラー 

彼女は人気がある。 

４９８、 pork ポーク  豚肉 名詞 

I fried pork in the pan. 

アイ フライド ポーク イン ザ パン 
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豚肉をフライパンで焼いた。   pan：パン フライパン 

fried:fry（フライ）焼くの過去形  発音ＲとＬ fly:フライ 飛ぶ    

４９９、 post ポスト    郵便物、ポスト 名詞 

I went to the post office. 

アイ ウェント トゥ ザ ポスト オフィス 

私は郵便局に行った。  post pffice:郵便局 

５００、 power  パウアー  力、パワー  名詞 

I was surprised by the power of nature. 

アイ サプライズド バイ ザ パウアー オヴ ネイチャー 

自然の力におどろかされました。（驚きました。） 

受動態(れる、られる）：be 動詞（am, are、is など）＋過去分詞 

surprise:サプライズ 驚かせる  nature：ネイチャー 自然 

I was surprised by～:私は～によって驚かされた 

５０１、 practice プラクティス 実行、練習  名詞 

We went to chorus practice. 

ウィ ウェント トゥ コーラス プラクティス 

私たちは合唱の練習に行きました。 chorus:コーラス、合唱 

５０２、 present プレゼント １、紹介する、提案する（動詞） 

２、プレゼント（名詞）    ３、現在の（形容詞） 
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May I present Mr.Smith? 

メイ アイ プレゼント ミスター スミス  

スミスさんを紹介いたします。（直訳：スミスさんを紹介していいですか。） 

５０３、 pretty プリティー かわいい、きれいな 形容詞 

Am I pretty? 

アム アイ プリティー 

わたしきれいかしら。 

５０４、 price プライス  価格  名詞 

What is the price of this?  (How much is this?) 

（フ）ワット イズ ザ プライス オヴ ディス（ハウ マッチ イズ ディス） 

これはいくらですか。 

It's one hundred yen. 

イッツ ワン ハンドレッド イエン 

100 円です。 

５０５、 proud  プラウド 誇りに思う  形容詞 

We are proud of our history. 

ウィ アー プラウド オヴ アウアー ヒストリー 

私たちの歴史を誇りに思っている。 

５０６、 promise プロミス   約束する（動詞）、  約束（名詞） 
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She promised me she wouldn't tell anyone. 

シー プロミスト ミー シー ウドゥント テル エニワン 

彼女は私にだれにも言わないと約束した。 tell:テル 話す 

５０７、 pull プル  引っ張る  動詞 

He pulled her hair.    He pulled her by the hair. 

ヒープルド ハーヘアー  ヒー プルド ハー バイ ザ ヘアー 

彼は彼女の髪を引っ張った。 

５０８、 push プッシュ 押す 動詞 

She pushed the door open. 

シー プッシュド ザ ドア オウプン 

彼女はドアを押して開けた。 

５０９、 put プット 置く 動詞 

She put her ring on the table. 

シー プット ハー リング オン ザ テイブル 

彼女は指輪をテーブルの上に置いた。 

put:過去も過去分詞も原形と同じ  put put put プット プット プット 

もし文章が現在なら、主語が she（三人称単数）なので put プットでなくて 

puts プッツ となる。 

５１０、quarter クォーター 四分の一（15 分） 名詞 
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Let's meet at quarter past five. 

レッツ ミート アット クォーター パースト ファイヴ 

5 時 15 分過ぎに会いましょう。 at quarter to five :5 時 15 分前 

５１１、 queen クイーン 女王  名詞 

She is a bad queen. 

シー イズ ア バッド クイーン 

彼女は悪い女王です。 

５１２、 question クエスチョン  質問 名詞 

May I ask you a question? 

メイ アイ アースク ユー ア クエスチョン 

一つ質問していいですか。 

５１３、 quick クイック 急速な 形容詞 

Be quick! 

ビー クイック 

急げ。 （be 動詞の命令形） 

５１４、 quiet クワイエット 静かな  形容詞 

Be quiet please. 

ビー クワイエット プリーズ 

静かにしてください。 
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５１５、 race レイス  競争、人種  名詞 

Ｉwant to win a race. 

アイ ウォント トゥ ウィン ア レイス 

競争に勝ちたい。 

５１６、radio レイディオ  ラジオ  名詞 

I listened to the song on the radio. 

アイ リスンドゥ トゥ ザ ソング オン ザ レイディオ 

その歌をラジオで聞いた。  listen:リスン 聞く 

５１７、 rain レイン 雨、雨が降る  名詞、動詞 

It is raining today. 

イット イズ レイニング トゥデイ 

今日は雨が降っている。（現在進行形） 

５１８、reach リーチ 到着する、達する 動詞 

He couldn't reach the top of the wall. 

ヒー クドゥントゥ リーチ ザ トップ オヴ ザ ウォール 

彼は壁の頂上には届かなかった。 

top:トップ 頂上   wall :ウォール 壁   

couldn't: could not : can not(can't)の過去形：できなかった 

５１９、read リード 読む 動詞 
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He read the book to me. 

ヒー レッド ザ ブック トゥ ミー 

彼はその本を私に読んでくれた。（過去形） 

read：レッド 過去、過去分詞（スペルは原形と同じ）  

read read read リード レッド レッド 

He reads the book to me. （現在形） 

ヒー リーズ ザ ブック トゥ ミー 

彼はその本を私に読んでくれる。 

５２０、 ready レディー 用意ができている 形容詞 

Dinner is ready. 

ディナー イズ レディ 

夕食の用意が出来ました。  

５２１、 real リアル 本当の  形容詞 

What is the real reason? 

（フ）ワット イズ ザ リアル リーズン 

本当の理由は何なの  reason:リーズン 理由  

５２２、really リアリー 本当に  副詞 

Tell me what you really think. 

テル ミー （フ）ワット ユー リアリー スィンク 
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君が本当に考えていることを言いなさい。 

tell:テル 話す   think:スィンク 考える（th：軽く舌をかんで発音） 

５２３、receive レシーヴ 受け取る  動詞 

She received a warm welcome. 

シー レシーヴドゥ ア ウォーム ウェルカム 

彼女は温かい歓迎を受けた。 

received:レシ－ヴドゥ receive の過去形  warm:ウォーム 温かい  

welcome:ウェルカム 歓迎 

５２４、red レッド 赤 名詞、形容詞 

She was dressed in red. 

シー ワズ ドレストゥ イン レッド 

彼女は赤い服を着ていた。 

５２５、remember リメンバー 思い出す、憶えている 動詞 

Do you remember me? 

ドゥ ユー リメンバー ミー 

私を覚えてますか。 

５２６、 report リポート 報告する  動詞 

I reported that to the teacher. 

アイ リポーテッド ザット トゥ ザ ティーチャー 
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私はそのことを先生に報告した。 teacher:ティーチャー 先生 

５２７、 restaurant レストラント   レストラン 名詞 

We had lunch at a Chinese restaurant. 

ウィ ハド ランチ アット ア チャイニーズ レストラント 

私たちは中華料理屋で、昼食を食べた。 

Chinese:チャイニーズ 中国（China)の、形容詞  lunch:ランチ 昼食 

５２８、 return リターン 帰る  動詞 

What time do you return? 

（フ）ワット タイム ドゥ ユー リターン 

何時に帰るの。 

５２９、 rich リッチ  金持ちの  形容詞 

His family was rich. 

ヒズ ファミリー ワズ リッチ 

彼の家族は金持ちだった。 

５３０、 ride ライド  乗り物（馬）に乗る  動詞 

I want to ride a motorbike. 

アイ ウォントゥ トゥ ライド ア モーターバイク 

オートバイに乗りたい。 

motorbike：モーターバイク オートバイ   
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ride rode ridden ライド ロウド リドゥン 

５３１、right ライト  1、権利、正しい ２、右（の）  名詞・形容詞 

You are right. 

ユー アー ライト 

君は正しい（君の言うとおりだ）。  発音注意 Ｌと R の違い light:ライト 光  

５３２、 ring リング １、指輪、２、鳴る、名詞、動詞 

He gave me a diamond ring. 

ヒー ゲイヴ ミー ア ダイアモンド リング 

彼はダイアモンドの指輪をくれた。 

５３３、rise ライズ 昇る 動詞 

The sun rises in the east. 

ザ サン ライズィーズ イン ジ イースト 

太陽は東から昇る。   east :東 the :ザ 母音の前では、ジと発音    

 rise rose risen  ライズ ロウズ リズン 

５３４、 river リヴァー 川 名詞 

We like to swim in the river. 

ウィ ライク トゥ スウィム イン ザ リヴァー 

私たちは川でおよぐのが好きです。 

５３５、 road ロウド 道 名詞 
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Don't play in (on) the road. 

ドント プレイ イン（オン）ザ ロウド 

道路で遊んではいけません。 

５３６、 rock ロック 岩 名詞 

A large rock blocked the road. 

ア ラージ ロック ブロックトゥ ザ ロウド 

大きな岩が道路をふさいだ。 

５３７、 rose ロウズ  バラ  名詞 

The roses are in bloom. 

ザ ロウズィーズ アー イン ブルーム 

ばらの花が咲いている。 

rose:ロウズ  rise の過去形も rose  発音は同じロウズ   

rise rose risen ライズ ロウズ リズン 

bloom:ブルーム 花盛り（名詞）花が咲く（動詞）、 in bloom:花盛りである 

５３８、round ラウンド 丸い、 形容詞 

He has a round face. 

ヒー ハズ ア ラウンド フェイス  face:フェイス 顔 

彼は丸顔です。 

５３９、 rule ルール    規則、ルール  名詞 
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The children were told to follow the rules. 

ザ チルドレン ワー トウルド トゥ フォロー ザ ルールズ 

子供たちは規則を守るように言われた。  follow:フォロー ついていく、従う 

５４０、 run ラン 走る  動詞 

He ran away from his master. 

ヒー ラン アウェイ（ランナウェイ） フロム ヒズ マスター 

彼は主人の所から逃げ出した。  run away:逃げ出す 

ran:ラン run ランの過去形、過去分詞は runラン run ran run ラン ラン ラン 

５４１、 sad サッド  悲しい  形容詞 

When she is sad, she listens to that song. 

ホエーン シー イズ サッド シー リッスンズ トゥ ザット ソング 

悲しいとき、彼女はその歌を聴く。 

listen to ～：～を聞く   song:ソング 歌 

５４２、 safe セイフ  安心な  形容詞 

This beach is safe for swimming. 

ディス ビーチ イズ セイフ フォー スウィミング 

この海岸は、泳いでも安心です。 

５４３、 salt ソールト  塩  名詞 

Pass me the salt please. 
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パス ミー ザ ソールト プリーズ 

お塩を取ってください。 

５４４、same セイム  同じ  形容詞 

I eat the same food every morning. 

アイ イート ザ セイム フード エヴリ モーニング 

毎朝同じものを食べます。 

same:セイム  day:デイ 日  

５４５、 Saturday サータデイ  土曜日 名詞 

We went drinking on Saturday night. 

ウィ ウェント ドリンキング オン サータデイ ナイト 

私たちは土曜日の夜飲みに行った。 

５４６、 save セイヴ 救う 動詞 

He saved her life. 

ヒー セイヴド ハー ライフ 

彼は彼女の命を救いました。 

life:ライフ 生活、生命 

５４７、 say セイ 言う  動詞 

What did you say? 

（フ）ワット ディドゥ ユー セイ 
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なんて言ったの。（あなたは何といいましたか。） 

say said said セイ セッド セッド  

did:do の過去形（現在形なら What do you say? あなたは何と言いますか。） 

５４８、scene スィーン  場面、シーン 名詞 

Which scene in "Peter Pan" was your favorite? 

フイッチ シーン イン ピーター・パン ワズ ユアー フェイヴァリット 

ピーターパンのどのシーンがお気に入りだったですか。 

favorite:フェイヴァリット お気に入り  

５４９、 school スクール 学校、授業 名詞 

School begins at 8:30 am. 

スクール ビギンズ アット エイト サーティ エイ エム 

学校は 8 時 30 分に始まります。 

５５０、 science サイエンス 科学，理科 名詞 

I'm not good at science. 

アイム ノット（ナット） グッド アット サイエンス 

私は理科が苦手です。 

５５１、sea  スィー（シー） 海 名詞 

He lives by the sea. 

ヒー リヴズ バイ ザ スィー 
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彼は海の近くに住んでいる。by:バイ ～の近くに、～によって 

see(見る）と sea（海）の発音は同じスィー（シー）ですが、 

she（彼女） はシー、であってスィーとは少し違います。   

５５２、season スィーズン 季節 名詞 

The rainy season is over. 

ザ レイニー スィーズン イズ オウヴァー 

梅雨（つゆ）の季節が終わった。（梅雨があけた。） 

over:オウヴァー 終わる、越える 

５５３、seat シート（スィート） 席    名詞 

He took the seat next to her. 

ヒー トゥック ザ スィート ネクスト トゥ ハー 

彼は彼女の隣の席に着いた。 

seat は chair チェアー,bench ベンチ,sofa ソウファなどの座るものの総称 

take a (the )seat :テイク ア（ザ）シート 座る 

５５４、secret シークレット 秘密の     形容詞、名詞 

Please keep it secret. 

プリーズ キープ イット シークレット 

それは内緒にしておいてね。 

５５５、second セカンド 2 番の、2番    形容詞、名詞 
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Yokohama is the second largest city in Japan. 

ヨコハマ イズ ザ セカンド ラージエスト スィティー イン ジャパン 

横浜は日本で 2 番目に大きい都市です。 

５５６、see シー（スィー） 見る、見える 動詞 

I see the mountain. 

アイ シー（スィー） ザ マウンテン 

山が見えます。（私は山を見る。）            

see saw seen スィ― ソー スィーン 

５５７、 seem  シーム（スィーム） 思われる、（～のように見える）  動

詞 

He seems sick. 

ヒー スィームズ シック（スィック） 

彼は病気のようだ。 

５５８、  sell  セル   売る  動詞 

I sell sweets. 

アイ セル スウィーツ 

お菓子を売ってます。                     

sell sold sold セル ソウルド ソウルド 

５５９、  send  センド   送る   動詞 
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I'll send an email. 

アイ センド アン イーメイル 

メールを送ります。                  

send sent sent センド セント セント 

５６０、   seven    セヴン ７     名詞 

We open at 9 am and close at 7 pm. 

ウィ オウプン アット ナイン エイエム アンド クロウズ アット セヴン ピ

ーエム 

私たちのお店は午前９時に開店、午後 7 時に閉店です。 

５６１、 several スヴラル いくつかの 形容詞 

I have met her several times. 

アイ ハヴ メット ハー セヴラル タイムズ 

今まで彼女には何回か会ったことがあります。 

have＋動詞・過去分詞:現在完了形：いままでに～したことがある（経験） 

meet met met ミート メット メット 

５６２、 shall シャル （未来に）～するでしょう 助動詞 

Shall we go see a movie? 

シャル ウィ ゴウ スィー ムーヴィー 

映画を見に行きましょうか。 
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Shall we～ ？：～しましょうか。（誘う時の言い方で、相手に決めてもらう時） 

ｍovie:ムーヴィー 映画  go see a movie :映画を見に行く 

５６３、shape シェイプ 形 名詞 

What shape is it? （フ）ワット シェイプ イズ イット 

それどんな形をしてるの。 

It looks like a ball. イット ルックス ライク ア ボール 

ボールみたいだった。 

５６４、sharp シャープ 鋭い、よく切れる 形容詞 

This knife is sharp. 

ディス ナイフ イズ シャープ 

このナイフは鋭い。 

５６５、 she シー 彼女  人称代名詞 

She’s scary, but she’s kind. 

シーズ スケアリー バット シーズ カインド 

彼女は怖いけどやさしいです。 

主格：she、所有格:her ハー、目的格:her ハー 

５６６、shine シャイン 輝く 動詞、名詞 

The sun is shining brightly. 

ザ サン イズ シャイニング ブライトリー 
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太陽が明るく輝いている。 

brightly:ブライトリー 明るく  sun:サン 太陽  

shine shone shone  シャイン ショウン ショウン 

５６７、 ship シップ 船  名詞 

That's the ship to America. 

ザッツ ザ シップ トゥ アメーリカ 

あれがアメリカ行きの船だ。 

５６８、 shirt シャートゥ シャツ 名詞 

I took off my shirt. 

アイ トゥック オフ マイ シャートゥ 

私はシャツを脱いだ。 take off:テイク オフ  脱ぐ 逆に put on～、wear～ は 

どちらも着るであるが、put on は着る動作、wear は着ている状態  

５６９、 shoes シューズ(複数形）、単数形は shoe シュー  靴 名詞 

I put on my shoes. 

アイ プット オン マイ シューズ 

靴をはいた。靴をはく。 

put:プット 過去形と現在形、同じ put put put プット プット プット 

５７０、shop ショップ 買い物をする、店 動詞、名詞 

We went shopping. 
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ウィ ウェントゥ ショッピング 

私たちはお買い物に行った。 

５７１、short ショート 背の低い、短い 形容詞 

This skirt is too short for me. 

ティス スカート イズ トゥー ショート フォー ミー 

このスカートは短すぎる。 

skirt:スカート スカート for:フォー ～にとって too:トゥー あまりにも～すぎる  

５７２、should シュッド すべきである  助動詞 

You should keep time. 

ユー シュッドゥ キープ タイム 

君は時間を守らなければいけない。 

５７３、show ショウ 見せる 動詞 

She showed me her photos. 

シー ショウド ミー ハー フォウトウズ 

彼女は私に自分の写真を見せてくれた。 photo:フォウトウ 写真 

５７４、 shut シャット 閉じる 動詞 

She shut the door.  

シー シャット ザ ドア 

彼女はドアを閉めた。 
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現在形は She shuts the door.シー シャット ザ ドア 

shut shut shut  シャット シャット シャット（スペル、発音同じ） 

５７５、 sick シック（スィック） 吐き気がする、病気で 形容詞 

I've been feeling sick recently. 

アイヴ ビーン フィーリング シック リーセントリー 

最近吐き気がする。（現在完了進行形：ずっと続いている状態） 

feel:感じる  feel sick:気持ちが悪い  recently:最近 

５７６、side サイド ～側（がわ），方  名詞 

We walked on the right side of the road. 

ウィ ウォークトゥ オン ザ ライト サイド オブ ザ ロウドゥ 

私たちは道路の右側を歩いた。 

５７７、 sign サイン 記号、合図する,署名する  名詞、動詞 

They signed the papers. 

ゼイ サインド ザ ペイパーズ 

彼らは書類にサインした（署名した）。 

paper:ペイパー 新聞、書類, 

５７８、 silent サイレント 黙っている、静かな 

Be silent! 

ビー サイレント 
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お静かに。（さわぐな。） 

５７９、silver シルヴァー  銀の、銀  形容詞、名詞 

He was born with a silver spoon in his mouth. 

ヒー ワズ ボーン ウィズ ァ シルヴァー スプーン 

イン ヒズ マウス 

彼は銀のスプーンを口にくわえて生まれた。（直訳） 

お金持ちの家に生まれた、という時の言い方 

mouth:マウス 口 th は、舌先を上下の前歯で軽くはさんで発音  

born:ボーン 生まれた（bear：ベア 生む の過去分詞） 

be 動詞＋過去分詞：受動態 bear bore born ベアー ボア― ボーン 

５８０、 simple シンプル かんたんな 形容詞 

The answer to the question is simple. 

ジ アンサー トゥ ザ クエスチョン イズ シンプル  

その問題の答えは簡単です。 

question:クエスチョン 問題  answer:アンサー 答え、答える 

５８１、 since シンス ～以来、～だから 前置詞、接続詞 

It's been two years since I opened my shop. 

イッツ ビーン トゥー イエアーズ シンス アイ オウプンド マイ ショップ 

私のお店を開いて以来、2 年がたちました。（開店してから 2 年になります。） 
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year:イエアー 年  shop:ショップ 店  open:オウプン 開く 

It's been :It has been の略：have ＋動詞の過去分詞：現在完了 今までに経過した 

５８２、sing   スィング 歌う 動詞 

I like to sing songs. 

アイ ライク トゥ シング ソングス 

歌を歌うのが好きです.   sing sang sung スィング サング サング 

５８３、 sister  シスター 姉、妹 名詞 

I have an older sister and a younger sister. 

アイ ハヴ アン オールダー（アノールダー）シスター アンド ヤンガー シスター

私には姉と妹がいます。（older の代わりに elder：エルダー も使える） 

５８４、 sit スィット（シット） 座る 動詞 

We sat on the bench. 

ウィ サット オン ザ ベンチ 

私たちはそのベンチに座った。bench: ベンチ ベンチ     

sat:サット sit の過去、過去分詞     sit sat sat  スィット サット サット 

間違えやすい発音 sit と shit  

shit: シット 便 このシの発音は、she シー 彼女のシと同じ 

sit： シット（スィット）座る このシの発音は、sea や see のシと同じ、むしろスィに

近いです。 
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５８５、 size サイズ 大きさ 名詞 

Do you have a smaller size? 

ドゥ ユー ハヴ ア スモーラー サイズ 

もっと小さいサイズはありますか。 

５８６、 skin  スキン 肌 名詞 

Ｍy skin gets dry in the winter. 

マイスキン ゲッツ ドライ イン ザ ウィンター 

冬は肌が乾燥するの。 get dry: ゲット ドライ 乾く 

５８７、 sky スカイ 空 名詞 

There was not a cloud in the sky. 

ゼア ワズ ノット ア クラウド イン ザ スカイ 

空には雲一つなかった。 

５８８、 sleep  スリープ 眠る 動詞 

I slept only four hours last night. 

アイ スレプト オウンリー フォー アウアーズ ラースト ナイト 

私はきのう 4 時間しか眠れなかった。 

slept:スレプト sleep の過去形 sleep slept slept スリープ スレプト スレプト  

last ：最後の   last night:昨晩  

５８９、 slow スロウ おそい 形容詞 
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She is slow.  

シー イズ スロウ  

彼女は遅い。 

５９０、small スモール 小さい 形容詞 

He is smaller than me. 

ヒー イズ スモーラー ザン ミー 

彼は私より小さい。 

比較級：形容詞＋er （例）smaller：スモーラー より小さい、 

taller：トーラー より背が高い  bigger：ビッガー  より大きい 

（５９１、smell-------------------DVD の最後に掲載）  

５９２、 smile スマイル 笑い 動詞、名詞 

She smiled at him and he smiled back. 

シー スマイルド アット ヒム アンド ヒー スマイルド バック 

彼女は彼にほほえみ、彼は彼女にほほえみ返した。 

smile at ～:～に笑いかける  smile back:微笑みを返す 

５９３、 snow スノウ 雪 名詞、動詞 

We played in the snow. 

ウィ プレイド イン ザ スノウ 

雪の中で遊んだ。  play:プレイ 遊ぶ   in the sow:雪の中で 
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５９４、 so ソウ そのように 副詞 

My father was a singer, and so am I. 

マイ ファーザー ワズ ア シンガー アンド ソウ アム アイ 

父は歌手でしたが、私もそうです。 

５９５、 soft ソフト やわらかい 形容詞 

Her voice is soft. 

ハー ヴォイス イズ ソフト 

彼女の声はおだやかだ。 

５９６、some サム いくつかの 形容詞 

Some people like insects, and others don't. 

サム ピープル ライク インセクツ アンド アザーズ ドント 

虫が好きな人もいれば、嫌いな人もいる。people:人びと、という意味の時は複数扱い 

(しかし、民族、国民という意味の時は可算名詞となり、複数の民族は、peoples) 

５９７、 something サムスング 何か 名詞 

 We want something to drink. 

ウィ ウォント サムシング トゥ ドリンク 

私たちは何か飲むものが欲しい。 

５９８、 sometimes サムタイムズ 時々 副詞 

I sometimes fear for her. 
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アイ サムタイムズ フィア― フォー ハー 

私は時々彼女が怖い。  fear for～：～を心配する（という意味もある）  

例） fear for her life: 彼女の命（生活）を心配する 

５９９、 son サン 息子 

I have a son and a daughter. 

アイ ハヴ ア サン アンド ア ドーター 

私には息子と娘が一人ずついる。 

sun:サン 太陽 と発音は同じ  daughter:ドーター 娘 

６００、song ソング 歌 名詞 

It's my favorite song. 

イッツ マイ フェイヴァリット ソング 

あれは私の好きな歌です。 

favorite:ファイヴァリット 好きな、お気に入りの 

６０１、 soon スーン  まもなく  副詞 

He will come soon . 

ヒー ウィル カム スーン 

彼はもうすぐ来るだろう。 （未来形：will ＋動詞の原形）   

６０２、 sorry ソーリー ①気の毒だ ②すまない 形容詞 

Can you come with me? キャン ユー カム ウィズ ミー  
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I'm sorry, but I can't. アイム ソーリー バット アイ キャント 

私と一緒に来ますか？  

ごめんなさい。行けません。 

６０３、sound サウンド ①音 名詞 ②聞こえる 動詞 ③健全な 形

容詞 

Not a sound was heard in the castle. 

ノット ア サウンド ワズ ハード イン ザ キャスル 

城の中では、物音一つ聞こえなかった。 

６０４、 soup スープ  スープ 名詞 

I ate chicken soup. 

僕はチキンスープを飲んだ。 

eat:スプーンを使ってスープを飲む時は、eat を用いるので、要注意 

drink:スプーンを使わず、取っ手のついたカップでスープを飲む時は、drink を用いる 

ate:エイト eat イートの過去形 食べた、飲んだ 過去分詞 eaten:イートゥン 

eat ate eaten イート エイト イートゥン 

６０５、  south  サウス 南 名詞 

He lives in the south of Spain. 

ヒー リヴズ イン ザ サウス オヴ スペイン 

彼はスペインの南に住んでいる。 
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６０６、 space スペイス 空間、宇宙  名詞 

I found a parking space. 

アイ ファウンド ア パーキング スペイス 

僕は駐車場を見つけた.  park:パーク ①公園 ②駐車する 

６０７、 speak スピーク 話す 動詞 

I need to speak to(with) her about it. 

アイ ニード トゥ スピーク トゥ（ウィズ） ハー アバウト イット 

そのことで彼女と話す必要がある。 

need:ニード 必要がある 動詞    about:アバウト ～について  

speak spoke spoken  スピーク スポウク スポウクン 

６０８、 special スペシャル 特別な 形容詞 

He is my special friend. 

ヒー イズ マイ スペシャル フレンド 

彼は私の親友です。 

６０９、speed スピード 速度、スピード  名詞 

Safety is more important than speed. 

セイフティ イズ モア インポータント ザン スピード 

スピードより安全が大事です。 

６１０、 spend スペンド 費やす、使う  動詞 
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They spent a day at the beach. 

ゼイ スペント ア デイ アット ザ ビーチ 

彼らは浜辺で一日を過ごした。 

beach: ビーチ 浜辺     spent:スペント spend の過去、過去分詞 

spend spent spent スペンド スペント スペント 

６１１、 spoon スプーン スプーン  名詞 

I put two spoons of sugar in my coffee. 

アイプット トゥースプーンズ オヴシュガー イン マイコーフィー 

コーヒーにスプーン 2 杯の砂糖を入れた。 

sugar:シュガー 砂糖（数えられない名詞） coffee：コーフィー コーヒー 

put：プット 置く、入れる、過去形も過去分詞も put:プット、発音も同じ     

put put put プット プット プット 

６１２、 sport スポート      スポーツ  名詞 

What sport do you like best? 

（フ）ワット スポート ドゥ ユー ライク ベスト 

スポーツの中で何が一番好きですか。 

I like soccer best. 

アイ ライク サッカー ベスト 

サッカーが一番好きです。    best:ベスト 一番の  
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（DVD で、発音がスポーツになってますが、正しくはスポートです 

ただし、質問者が複数の回答を期待して「スポーツは何が好き？」と聞くときは 

What sports do you like ? ワット スポーツ ドゥ ユー ライク でも良いです） 

６１３、  spring スプリング  春：名詞  飛び跳ねる：動詞 

Winter has gone.  Spring has come. 

ウィンター ハズ ゴン スプリング ハズ カム 

冬が過ぎ去った。春が来た。 

have＋動詞の過去分詞：現在完了形 すでに～した   winter:ウィンター冬 

６１４、 square スクエアー 四角の、広場 名詞、形容詞 

Times Square is crowded. 

タイムズ スクエアー イズ クラウディド 

タイムズ スクエアー(ニューヨークにある繁華街・交差点）は混んでいる。 

crowded: クラウディッド 混んでいる 

６１５、 stand スタンド 立つ 動詞 

Stand up, please. 

スタンド アップ（スタンダップ） プリーズ 

立ってください。    stand stood stood  スタンド ストゥッド ストゥッド 

６１６、 star スター  星 名詞 

When You Wish Upon a Star   
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ホエーン ユー ウィッシュ アポン ア（アポンナ）スター 

星に願いを （星に願いをかけた時に：直訳）     

アニメ映画「ピノキオ」の歌  wish：ウィッシュ 願う 

６１７、 start スタート 始める、出発する 動詞 

Let's start it from today. 

レッツ スタート イット フロム トゥデイ 

今日からそれを始めよう。 

６１８、 station ステイション 駅 名詞 

Could you tell me the way to the station? 

クッド ユー テル ミー トゥ ザ ステイション 

駅に行く道を教えてもらえますか。 

way:ウェイ 道  tell:テル 教える、言う 

６１９、 stay ステイ とどまる、滞在する  動詞 

He stayed at the hotel. 

ヒー ステイド アット ザ ホテル 

彼はホテルに宿泊した。 

６２０、 step ステップ 歩み  名詞、動詞 

I took a step forward. 

アイ トゥック ア ステップ フォワード 
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一歩前に踏み出した（前進した）。  forward :フォワード 前に 

take a step:テイク ア ステップ 一歩踏み出す   

６２１、 still スティル  まだ、静かな  副詞、形容詞 

He is still angry. 

ヒー イズ スティル アングリー 

彼はまだ怒っている。  angry :アングリー 怒っている 

６２２、 stone  ストウン 石 名詞 

The house is made of stone. 

ザ ハウス イズ メイド オヴ ストウン 

その家は石で出来ている。 

is made of～：で出来ている：元の材料がそのままの時 

is made from～：から作る ：元の材料が加工によって変わってる時、ワイン、石鹸など 

６２３、 stop ストップ やめる  動詞 

I will stop drinking and smoking. 

アイ ウィル ストップ ドリンキング アンド スモウキング 

私はお酒もたばこもやめるつもりです。（未来形） 

drinking :ドリンキング 飲酒   smoking:スモウキング 喫煙 

６２４、 store ストア 店   名詞 

I bought bread at the store. 
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アイ ボート ブレッド アット ザ ストア 

パンをその店で買いました。   bread:ブレッド パン（不可算名詞） 

bought:ボート buy 買うの過去形、過去分詞  

buy bought bought  バイ ボート ボート 

６２５、 story ストーリー 物語  名詞 

She told me her story. 

シー トウルド ミー ハー ストーリー 

彼女は私に自分の事を話してくれた。 

told:トウルド tell の過去形 tell told told テル トウルド トウルド 

６２６、straight  ストレイト まっすぐな、まっすぐ 形容詞、名詞 

I'll be straight with you. 

アイル ビー ストレイト ウィズ ユー 

はっきり言いましょう。 I'll :I will の短縮形 

６２７、 strange ストレイジ 不思議な、奇妙な 形容詞 

That's strange. 

ザッツ ストレインジ 

それは変だ。 

６２８、street ストリート 道路 名詞 

I met him in (on) the street. 
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アイ メット ヒム イン（オン）ザ ストリート 

彼とは道路で会った。 

met:メット：meet ミートの過去形 meet met met ミート メット メット 

６２９、strong ストロング 強い 

The house looks strong. 

ザ ハウス ルックス  ストロング 

その家は丈夫そうに見える。  house:ハウス 家 look:ルック 見える、見る 

６３０、 student スチューデント 学生 名詞 

He is a college (university) student now. 

ヒー イズ ア カレッジ（ユニヴァーシティ）スチューデント ナウ 

彼は今大学生です。 

college:カレッジ 単科大学  university:ユニヴァーシティ 総合大学 

６３１、 study スタディー 勉強（する） 名詞、動詞 

She likes sports more than studying. 

シー ライクス スポーツ モア ザン スタディング 

彼女は勉強よりスポーツの方が好きです。 

６３２、 such サッチ そのような 形容詞 

I've never met such a person. 

アイヴ ネヴァー メット サッチ ア パーソン 
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私は今までそんな人に会ったことがない。 

person:パーソン人 have never 過去分詞：今まで～したことがない（現在完了：経験） 

６３３、suddenly サッドゥンリー 突然  副詞 

She made up her mind suddenly. 

シー メイド アップ ハー マインド サドゥンリー 

彼女は突然決心した。 

ｍake up one's mind:メイク アップ ワンズ マインド 決心する（熟語） 

私の:my, 私たちの:our , あなた（たち）の:your, 彼の:his, 彼女の:her 、彼らの:their  

６３４、sugar シュガー 砂糖  名詞 

How much sugar do you take in your coffee?  

ハウ マッチ シュガー ドゥ ユー テイク イン ユアー コーフィー 

コーヒーに砂糖をいくつ入れますか。 

sugar:数えられない不加算名詞なので、普通は s をつけない。 

しかし、角砂糖や袋入りの時は、s をつけて加算名詞とすることもある。 

６３５、 suit  スートゥ ①スーツ  訴訟、名詞  ②都合がよい 動

詞 

What time suits you? 

（フ）ワット タイム スーツ ユー 

何時が都合がいいですか。 
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６３６、 summer サマー 夏 名詞 

Summer is my favorite season. 

サマー イズ マイ フェイヴァリット シーズン 

夏が好きです。 

６３７、 sun サン 太陽  名詞 

The sun rises in the east. 

ザ サン ライジーズ イン ジ イースト 

太陽は東から昇る。  rise:ライズ 昇る 過去形：rose ロウズ  

rise rose risen ライズ ロウズ リズン 

６３８、 sure シュアー 確信して 形容詞 

I'm sure I don't know. 

アイム シュアー アイ ドント ノー 

私は本当に知りません。 

６３９、 Sunday サンデイ 日曜日 名詞 

They go to church every Sunday. 

ゼイ ゴウ トゥ チャーチ エヴリ サンデイ 

彼らは日曜日はいつも教会へ行きます。 

church: チャーチ 教会  この場合は冠詞（a, the） はつけない 

６４０、 surprise サプライズ 驚かせる  動詞 
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You will be surprised how beautiful she is. 

ユー ウィル ビー サプライズド ハウ ビューティフル シー イズ 

彼女が美人だからおどろくと思うよ。 be 動詞＋過去分詞：受動態、受け身 

how:ハウ いかに beautiful:ビューティフル 美しい 

６４１、sweet スイート 甘い 形容詞 

This cake tastes too sweet. 

ディス ケイク テイスツ トゥー スウィート 

このケーキは甘すぎる。 

６４２、swim スウィム  泳ぐ  動詞 

We will go swimming now. 

ウィ ウィル ゴウ スウィミング ナウ 

これから泳ぎに行きます。  swim swam swum  スウィム スワム スワム 

６４３、 table テイブル  食卓、テーブル  名詞 

They cleared the dining table. 

ゼイ クリアード ザ ダイニング テイブル 

彼らは食卓をかたづけた。    clear:クリアー 片づける 動詞   

dining :ダイニング食事をすること 名詞   dine :ダイン 食事をする 動詞 

６４４、 take テイク 取る、つかまる  動詞 

The child took me by the hand. 
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ザ チャイルド トゥック ミー バイ ザ ハンド 

その子は私の手につかまった。  take took taken テイク トゥック テイクン 

６４５、 talk トーク 話す  動詞 

What are you talking about? 

（フ）ワット アー ユー トーキング アバウト 

何の話をしているの。  talk about～ ～について話す         

６４６、 tall トール 高い（身長、木の高さ）  形容詞 

He is taller than me. 

ヒー イズ トーラー ザン ミー 

彼は私より背が高い。 high:ハイ 高さが高い（数値が大きい、高い時も）   

似ている発音（二重母音、L と R） 

low:ロウ 高さが低い    law:ロー 法律 

row：ロウ 生の（魚、肉） raw：ロー  列 

l：舌先が上のあごにつく。口を開ける。 

r：舌先は上のあごにつかない。巻き舌、まず口をとがらせた形を作ってから発音する。 

６４７、 tea ティー  紅茶  名詞 

How about having tea with us? 

ハウ アバウト ハヴィング ティー ウィズ アス 

私たちいっしょにお茶はいかがですか。   with:といっしょに 
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How about ～ing ? ～はいかがですか。誘う時    

６４８、teach ティーチ 教える  動詞 

I taught him swimming. 

アイ トートゥ ヒム スウィミング 

彼に泳ぎ方を教えてあげた。 

teach の過去形が taught  teach taught taught  ティーチ トートゥ トートゥ 

６４９、 teacher ティーチャー 先生 名詞 

He is a high school teacher. 

ヒー イズ ア ハイ スクール ティーチャー 

彼は高校の先生です。  high:ハイ 高い    school:スクール 学校 

junior high school:ジュニア ハイ スクール 中学校 

６５０、 team ティーム チーム、組  名詞 

I was on a baseball team. 

アイ ワズ オン ア ベイスボール ティーム 

私は野球のチームに入っていた。  base:ベイス 基地、基礎  

６５１、 telephone テレフォン  電話  名詞 

I spoke to him on the telephone. 

アイ スポウク トゥ ヒム オン ザ テレフォン 

私は彼と電話で話をしました。 
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speak to～:スピーク トゥ ～と話す  on the telephone:電話で 

６５２、 television テレヴィジョン テレビ 名詞 

She often appears on (the) television. 

シー オフン アピアーズ オン（ザ）テレヴィジョン 

彼女はよくテレビに出ている。 

６５３、tell テル 話す、告げる 動詞 

She told me that she liked tennis. 

シー トウルド ミー ザット シー ライクト テニス 

彼女は私に、自分はテニスが好きと言った。（間接話法） 

She said to me, "I like tennis."（直接話法） 

シー セッド トゥミー アイ ライク テニス   

say said said セイ セッド セッド 

６５４、 tennis テニス   テニス 名詞 

He said,“Tennis, anyone?" 

ヒー セッド テニス エニワン 

だれかテニスをしませんか、と彼は言った。 anyone:エニワン 誰か 代名詞   

６５５、test テスト、 試験、検査  名詞 

We took an English test. 

ウィ トゥック アン エングリッシュ テスト 
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私たちは英語の試験を受けた。 

took:トゥック take:テイク 取る、連れて行く、の過去形 

take took taken テイク トゥック テイクン 

６５６、than ザン ～より～（比較） 接続詞、前置詞 

I like you better than her. 

アイ ライク ユー ベター ザン ハー 

僕は彼女よりあなたの方が好きです。 

６５７、thank サンク 感謝する 動詞  

Thank you very much. 

サンキュー ヴェリー マッチ 

どうもありがとう 

much:マッチ たくさんの: 数えられない名詞の時 

many:メニー  たくさんの：数えられる名詞（可算名詞）の時 

a lot of:ア ラット オヴ たくさんの（可算、不可算名詞、両方に使える） 

very:ヴェリーとても             v（下唇をかむ）日本語にはない音 

berry:ベリー、実 (ブルーベリー、いちごなど） b(下唇をかまない）日本語とおなじ 

６５８、that  ザット あの  形容詞、代名詞 

I like this better than that. 

アイ ライク ディス ベター ザン ザット 
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あれよりこっちが好き。  better:よりよい well, good の比較級    

６５９、 the その ザ（子音の前）、ジ（母音の前）  定冠詞 

The white cat is bigger than the black cat. 

ザ ホワイト キャット イズ ビガー ザン ザ ブラックキャット 

その白猫はその黒猫より大きい。white:ホワイト 白い black:ブラック 黒い 

冠詞 the と a 

the:ザ そのものを特定できる時、その本、そのペン、その猫 

ａ：ア たくさんあるものの中の一つの時 

a を使うか the を使うか迷う事がありますが、アメリカ人の子供でもそうらしいです   

６６０、 their  ゼアー 彼らの  人称代名詞 they:彼らの所有格 

Their acts were great. 

ゼアー アクツス ワー グレイト 

彼らの行動は立派だった。 

act:アクト 行動   great:グレイト すばらしい 

６６１、 theirs ゼアーズ 彼らの物  they の所有代名詞 

Our balloon is red and theirs is white. 

アウアー バルーン イズ レッド アンド ゼアーズ イズ ホワイト 

私たちの風船は赤で、彼らのは白だ。 

balloon:バルーン 大きいボール、風船 
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６６２、 them ゼム 彼らを 人称代名詞 they の目的格 

We went to the movies with them. 

ウィ ウェント トゥ ザ ムーヴィーズ ウィズ ゼム 

私たちは彼らと映画を見に行った。 

映画館に行った、という意味の場合は複数形 movies となる 

一方、go see a movie：映画を見に行く（単数形 a movie）という表現もあり 

こちらは映画そのものが主体だが、どちらもしていることは同じ 

６６３、 then ゼン その時  副詞 

I was living in London then. 

アイ ワズ リビング イン ロンドン ゼン 

私はその時（当時）ロンドンに住んでいました。（過去進行形） 

６６４、 there ゼアー そこに  副詞 

Is he there? イズ ヒー ゼア   

Yes.        イエス 

彼はそこにいますか。  

はい。 

６６５、 these  ジーズ これらの  thisの複数形 形容詞 

These are the roses that she grew. 

ジーズ アー ザ ロウジーズ ザット シー グルー 
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これらは彼女が育てたバラです。 

grew:グルー grow：グロウ 育てるの過去形、過去分詞は grown グロウン   

grow grew grown グロウ グルー グロウン  

６６６、they ゼイ 彼ら 人称代名詞 

They look like artists. 

ゼイ ルック ライク アーティスツ 

彼らは画家のように見える。 

look like～:ルック ライク ～のように見える artist:アーティスト 画家、芸術家 

６６７、thick スイック（シック） 厚い  形容詞 

Slice the ham thicker. 

スライス ザ ハム スィッカー 

ハムをもっと厚くきりなさい。 

スの音、th  s  sh 3種類の違い 

１、thicker:シッカ－(スィッカー）もっと厚く th:舌先を上下の歯ではさんで音を出す。 

２、sick：シック（スィック）病気の、    s:日本語のスと同じ発音 

３、she:シー 彼女             sh:シャ、シュ、ショに近い,静かに、と

いう時のシー 

６６８、 thin スィン（シン） 薄い 形容詞 

She cut bread in thin slices.  
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シー カット ブレッド イン スィン（シン）スライシーズ 

彼女はパンを薄く切った。 

cut:カット 切る 動詞 cut の過去形、過去分詞も cut 発音も同じ 

cut cut cut カット カット カット 

 She cuts bread in thin slices.(現在形）  bread:ブレッド パン（不可算名詞） 

６６９、thing シング 物、事 名詞 

What is the most important thing for you? 

（フ）ワット イズ ザ モウスト インポータント スィング フォーユー 

一番大事な物は何ですか。 

６７０、think シンク ～だと思う  動詞 

I don't think it will rain. 

アイ ドント シンク イット ウィル レイン 

雨は降らないと思うよ。（雨が降るとは思わない） 

rain:レイン 雨が降る 

６７１、third サード  3 番目の 形容詞 

How (Where) did you finish in the race?  

ハウ（ホエアー）ディド ユー フィニシュ イン ザ レイス  

I finished third. 

アイ フィニッシュト サード 
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レースは何着だったの。 

3 着だったよ。 

６７２、thirteen サーティーン １３ 形容詞、名詞 

Thirteen is said to be an unlucky number. 

サーティーン イズ セッド トゥ ビー アン アンラッキー ナンバー 

１３は不吉な数と言われています。 

unlucky:アンラッキー 不吉な、不運な(反意語 lucky ラッキー)  

number:ナンバー数  is said to be～:イズ セッド トゥ ビー:～と言われている 

６７３、 thirty サーテイ ３０の、３０ 形容詞、名詞 

He died at the age of thirty. 

ヒー ダイド アット ジ エイジ オヴ サーティ 

彼は 30 歳で亡くなった。  age:エイジ 年  die:ダイ 死ぬ 

６７４、 this ディス この、今の  形容詞、代名詞 

Have you heard this story? 

ハヴ ユー ハード ディス ストーリー 

この話は、聞いたことがあるかしら。（これから話す内容について） 

６７５、those ゾウズ それらの that（ザットゥ：あの）の複数形、形容

詞、代名詞 

Who are those people? フーアーゾウズ ピープル 
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I don't know.     イ ドント ノウ 

あの人たちは誰なの。 

僕は知らないよ。 

know:ノウ 知っている 発音は no:ノウ いいえ、 と同じ  

these ジーズこれらの は this ディスこの の複数形 

６７６、though ゾウ だけれども 接続詞 

Though he looked scary, she was kind to him. 

ゾウ ヒー ルックト スケアリー シー ワズ カインド トゥ ヒム 

彼は怖そうに見えたが、彼女は彼にやさしくしました。 

scary:スケアリー 怖い kind:カインド やさしい、親切 

６７７、 thousand サウザンド 千(1,000) 名詞、形容詞 

One hundred times ten is thousand. 

ワン ハンドレッド タイムズ テン イズ サウザンド 

１００かける１０は１，０００です。（１００×１０＝１，０００） 

１００に１０を掛けると１，０００になります。 

times:タイム  かける 前置詞    

Four times two is(equals) eight.  4 に２を掛けると８になります。4×２＝８ 

（割り算は、devided by、Fifty divided by five is ten、５０割る１０は５） 

６７８、 three スリー ３の、３  形容詞、名詞 
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He said,"one, two, three." 

ヒー セッド ワン トゥー スリー 

彼は「１，２，３」と言った。 

６７９、 through スルー  ～を通って  前置詞 

He came in through the window. 

ヒー ケイム イン スルー ザ ウィンドウ 

彼は窓から入った。 

６８０、throw スロウ 投げる 動詞 

He threw the ball. 

ヒー スルー ザ ボール 

彼は球（ボール）を投げた。 

threw:スルー throwスローの過去形、過去分詞は thrown スロウン  

throw threw thrown スルー スロー スロウン  

ball； ボール  玉  bowl:ボウル 円形のおわん  

６８１、Thursday サーズデイ 木曜日  名詞 

I met her on Thursday. 

アイ メット ハー オン サーズデイ 

私は彼女と木曜日に会った。 

met: メット：meet（ミート 会う）の過去形、過去分詞も met 
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meet met met ミート メット メット 

６８２、 ticket  ティケット  切符、チケット 名詞 

I bought a ticket for Osaka. 

アイ ボート ア ティケット フォー オーサカ 

私は大阪行きのチケットを買った。 

bought:ボート buy：バイ 買うの過去形、過去分詞       

 buy bought bought  バイ ボート ボート 

６８３、 tiger タイガー 虎  名詞 

I like tigers better than lions. 

アイ ライク タイガース ベター ザン ライアンズ 

私はライオンより虎の方が好きです。 

better:ベター 二つを比較して～を、よりいっそう、well,good の比較級 

lion：ライアン ライオン 

６８４、 till ティル ～まで（ずっと） 接続詞 

I'll wait till she comes. 

アイル ウェイト ティル シー カムズ 

彼女が来るまで待とう。I'll:I will の省略形 （未来形） 

６８５、time タイム 時間 名詞 

It's been a long time since I last met you. 
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イッツ ビーン ア ロング タイム スィンス アイ ラースト メット ユー 

最後にお会いしてから長い時間がたちました。（お久しぶりです。） 

last:ラスト 最後に 副詞（形容詞、動詞） 

Long time no see. ロング タイム ノウ スィー お久しぶり 

直訳すると、「長い時間会ってないね」というくだけた言い方もあります。 

６８６、tired  タイアード つかれた  形容詞 

I'm tired. 

アイム タイアード 

私はつかれている。 

６８7、to  トゥ   ～の方へ  前置詞 

Pinocchio went to the theater. 

ピノキオ ウェント トゥ ザ シアター 

ピノキオは劇場へ行った。 

theater:シアター 劇場（芝居小屋） 

ディズニーアニメでは、詐欺師のキツネ（オネストジョン）に誘われて、ピノキオが 

芝居小屋に連れて行かれる場面 

６８８、 today トゥデイ きょう（は） 名詞、副詞 

I saw it in today's newspaper. 

アイ ソー イット イン トゥデイズ ニューズペイパー 



 

 

174 

 

それは今日の新聞で見ました。 

saw:ソー see:シー見る の過去形、過去分詞は seen シーン  

see saw seen シー（スィー） ソー シ（スィ）ーン 

newspaper:ニューズペイパー 新聞 

６8９、 together トゥゲザー 一緒に 副詞 

Let's get together some other time. 

レッツ ゲット トゥゲザー サン アザー タイム 

いつかまた一緒に集まろうよ。   get together:集まる 

６９０、 toilet トイレット トイレ 名詞 

Where is the toilet (the bathroom)? 

ホエアー イズ ザ トイレット（ザ バスルーム） 

トイレはどこですか。 

bathroom:バスルーム 、トイレと同じ意味 

６９1、 tomato トメイトー トマト 名詞 

I like chicken cooked in tomato. 

アイ ライク チキン クックト イン トメイトー 

私は鶏肉のトマト煮が好きです。tomato の複数形は tomatoes トメイトウズ 

６９２、 tomorrow トゥマロー 明日 副詞、名詞 

Don't put off till tomorrow what you can do today. 
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ドント プット オフ ティル トゥマロウ （フ）ワット ユー 

キャン ドゥ トゥデイ 

今日できることをあしたにのばしてはいけません。 

６９３、tongue タング  舌、言葉  名詞 

What is your mother tongue? 

（フ）ワット イズ ユアー マザー タング 

あなたの母国語は何ですか。 

６９４、tonight トゥナイト 今夜（は） 名詞、副詞 

I drank too much tonight. 

アイ ドゥランク トゥー マッチ トゥナイト 

今日は（酒を）飲みすぎた。 

drank:ドランク飲む（酒を飲む）drink の過去形,過去分詞 drunk：ドランク  

 drink drank drunk ドリンク ドランク ドランク 

６９５、too トゥー ① ～も ② しすぎる 副詞 

① Wait, I'll go too. ウェイト アイル ゴウ トゥー 

待って、僕も行く。 

② The tea is too hot. ザ ティー イズ トゥー ホット 

このお茶、熱すぎる。 

６９６、 tooth トゥース 歯 名詞 
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I brush my teeth every morning. 

アイ ブラッシュ マイ ティース エヴリー モーニング 

私は毎朝歯をみがきます。  teeth:ティース  tooth の複数形 

６９７、 top トップ  頂上 名詞、形容詞 

I live on the top floor. 

アイ リヴ オン ザ トップ フロア 

私は最上階に住んでいる。 

floor :フロアー 階  top floor:トップ フロア 最上階  live:リヴ 住む 

６９８、touch タッチ 触れる  動詞 

She touched her hand to her forehead. 

シー タッチトゥ ハー ハンド トゥ ハー フォアヘッド 

彼女は額に手を触れた。 

forehead:フォアヘッド：アメリカ英語（フォリッド：イギリス英語）額、  

hand:ハンド 手（arm:アーム 腕） 

６９９、toy トイ おもちゃ 名詞 

The boy is playing with toys. 

ザ ボーイ イズ プレイング ウィズ トイズ 

少年がおもちゃで遊んでいる。  play with ～：プレイ ウィズ ～ ～で遊ぶ 

現在進行形（今～している）： 主語＋be 動詞＋現在分詞（動詞原形＋ing） 
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７００、 toward トゥウォード に向かって 前置詞 

We went toward the river. 

ウィ ウェント トゥウォード ザ リヴァー 

私たちは川の方へ行った。  river:リヴァー 川  

７０１、tower タウアー    タワー  名詞 

Tokyo Tower is 333 (three hundred thirty three) meters tall. 

トーキョータウアーイズ スリーハンドレッドサーティースリー ミーターズ トール 

東京タワーは 333 メートルの高さです。  ｍeter:ミータ－ メーター 名詞 

７０２、town タウン 町  名詞 

She went shopping in the town. 

シー ウェント ショッピング イン ザ タウン 

彼女はその町に買い物（ショッピング）に行きました。 

went:ウェント go ゴウの過去形 過去分詞は gone ゴーン      

go went gone ゴウ ウェント ゴーン 

go＋～ing:～に出かける go walking (ウォーキング）散歩に出かける 

７０３、 train  トゥレイン 列車、電車  名詞 

We got on the train. 

ウィ ゴット オン ザ トゥレイン 

私たちはその列車に乗った。 get on :～に乗る 
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got:ゴット get の過去形 過去分詞は got(もしくは gotten ゴトゥン）   

get got got/gotten   ゲット ゴット ゴット/ゴトゥン  

７０４、 travel トラヴェル 旅行（する） 名詞、動詞 

He's traveling in Africa. 

ヒーズ トラヴェリング イン アフリカ 

彼はアフリカを旅行している。（現在進行形） 

７０５、 tree  トゥリー 木 名詞 

We decorated the Christmas tree.  

ウィ デコレイテッド ザ クリスマス トゥリー 

クリスマスツリーの飾りつけをした。  decorate: デコレイト 飾りつけをする 

Christmas:クリスマス クリスマス（C はいつも大文字） 

７０６、 trip トリップ 旅行  名詞、動詞 

We went on a sightseeing trip to Nara. 

ウィ ウェント オン ア（オンナ）サイトシーイング トリップ トゥ ナラ 

私たちは奈良に観光旅行に行った。 

sightseeing:サイトシーイング  観光  Nara:ナラ 奈良 地名は大文字で始める。 

went on ～：ウェント オン  go on（～に出かける）の過去形  

７０７、 trouble トゥラブル 心配事、苦労 名詞 

What's the trouble with you? 
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（フ）ワッツ ザ トゥラブル ウィズ ユー（DVD で、フワットツになってますが、

トは不要です） 

どうしたの。（何が心配なの。）   trouble with ～：～にとって困ったこと 

７０８、 true トゥルー 本当の  形容詞 

His dream came true. 

ヒズ ドリーム ケイム トゥルー 

彼の夢がかなった。（実現した。本当になった。） 

came true ：ケイムトゥルー come true カムトゥルー実現する の過去形 

７０９、 try トライ  やってみる、挑戦する  動詞 

Try it again. 

トライ イット アゲイン  

もう一度やってごらん 

７１０、 Tuesday チューズデイ 火曜日 名詞 

I met her on Tuesday. 

アイ メット ハー オン チューズデイ 

私は火曜日に彼女に会った。 

meet met met ミート メット メット 

７１１、 tunnel  タネル  トンネル  名詞 

The car went through the tunnel. 
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ザ カー ウェント スルー ザ タネル 

車はそのトンネルを通り抜けた。 

through:スルー ～を通って       go went gone ゴウ ウェント ゴーン 

７１２、turn ターン 回転させる、（角を）曲がる  動詞 

I turned left at the corner. 

アイ ターンド レフト アット ザ コーナー 

私は角を左に曲がった。 

７１３、 twelve トゥエルヴ  １２の、１２歳  形容詞、名詞 

They are twelve (years old) . 

ゼイ アー トゥエルヴ （イエアーズ オウルド） 

彼らは１２歳だ。 

７１４、 twenty トゥウェンティー ２０の,２０   形容詞、名詞 

The temperature is about twenty degrees. 

ザ テンプラチャー イズ アバウト トゥウェンティ ディグリーズ 

気温は２０度位だ。 

temperature :テンプラチャー 気温  degree:ディグリー 度（ど）  

about:アバウト 約、およそ 

７１５、 two トゥー ２、２歳  形容詞、名詞 

Two plus two make four. トゥー プラストゥー メイクフォー 
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二足す二は四。(2＋２＝４) Two plus two is four. でも良い 

Five minus three is two. ファイヴマイナススリー イズトゥー  

五引く三は二。(５－３＝２) 

７１６、 type タイプ 型、タイプ  名詞 

What's your blood type? 

（フ）ワッツ ユアー ブラッド タイプ  

My blood type is A. 

マイ ブラッド タイプ イズ エイ 

君の血液型は？  

A 型だよ。 

７１７、 umbrella アンブレラ  傘  名詞 

Take your umbrella with you. 

テイク ユアー アンブレラ ウィズ ユー 

傘を持って行きなさい。 

take:テイク 持って行く、連れて行く、取る   with～:～とともに 

７１８、 uncle アンクル 叔父 名詞 

He visited his uncle yesterday. 

ヒー ヴィジテッド ヒズ アンクル イエスタデイ 

彼は昨日おじさんの家に行きました。 
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７１９、 under アンダー の下に  前置詞 

A cat is sleeping under the table. 

ア キャット イズ スリーピング アンダー ザ テイブル 

テーブルの下で猫が一匹寝ています。 

７２０、 understand アンダースタンド わかる、理解する 動詞 

I don't understand the question. 

アイ ドントゥ アンダースタンド ザ クエスチョン 

その質問の意味がわかりません。 

７２１、 until  アンティル ～まで（ずっと） 前置詞 

He waited until midnight. 

ヒー ウェイティッド アンティル ミッドナイト 

彼は深夜まで待った。 

７２２、 up アップ  上の方へ   副詞 

Stand up, please. 

スタンド アップ（スタンダップ）プリーズ 

立ってください。 

７２３、 upon アポン ～の上に 前置詞  （on オンとほぼ同じ） 

She set the dishes upon the table. 

シー セット ザ ディッシーズ アポン ザ テイブル 
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彼女は食卓(テーブル）の上に皿を並べた。（過去形） 

もし現在形なら sets：セッツ  She sets the dishes upon the table. 

set は過去形, 過去分詞も同じ     set set set  セット セット セット 

７２４、 us アス 私たちに（を）  we ウィの目的格 人称代名詞 

He took us to the park. 

ヒー トゥック アス トゥ ザ パーク 

彼は私たちを公園に連れて行ってくれた。 

７２５、 use ユーズ 使う  動詞 

I used the knife. 

アイ ユーズド ザ ナイフ 

私はそのナイフを使った。 

７２６、 useful ユースフル  役に立つ  形容詞 

The advice was very useful for me. 

ジ アドヴァイス ワズ ヴェリ ユースフル フォー ミー 

その助言はとても私の役に立った。 

advice:アドヴァイス 忠告、助言、アドバイス   very:ヴェリ とても 

for me:フォーミー  私にとって 

７２７、 usual  ユージュアル いつもの  形容詞 

As usual, she went for a jog. 
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アズ ユージュアル シー ウェント フォー ア ジョグ 

いつものように彼女はジョギングに行った。 

as usual:アズ ユージュアル いつものように  

went for :go for の過去形 ～に出かけた    jog:ジョグ ジョギング  

７２８、usually ユージュアリー いつもは 副詞 

Is it hot in September? イズ イット ホット イン セプテンバー  

 No, not usually.   ノゥ ノット ユージュアリー 

９月は暑いの。 

いいえ、いつもは違います。 

７２９、 vegetable ヴェジタブル 野菜   通例複数形で可算名詞 

Do you like vegetables? ドゥ ユー ライク ヴェジタブルズ 

（Yes, I like vegetables.）（イエス アイ ライク ヴェジタブルズ） 

No, I don't like vegetables.ノウ アイ ドント ライク ヴェジタブルズ 

野菜は好きですか。 

（はい、好きです。） 

いいえ、きらいです。（好きではありません。） 

green onion:グリーンオニオン ねぎ     carrot:キャロット  にんじん、 

green pepper:グリーンペッパー ピーマン 

７３０、 very ヴェリ とても  副詞 
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It's very hot today. 

イッツ ヴェリ ホット（ハット）トゥデイ 

今日はとても暑い。 

７３１、 video  ヴィデオ      ビデオ   名詞 

We played video games. 

ウィ プレイド ヴィデオ ゲイムス 

私たちはテレビゲームをした。 

テレビゲームは和製英語で、正しくは video game ヴィデオ ゲイム です 

７３２、 village ヴィレッジ 村  名詞 

We get to the Olympic Village in 10 minutes. 

ウィ ゲット トゥ ジ オリンピック ヴィレッジ イン テン ミニッツ 

オリンピック村まで１０分で着きます。 get to:～に達する、到着する 

７３３、 violin ヴァイオリン  バイオリン 名詞 

She can play the violin. 

シー キャン プレイ ザ ヴァイオリン 

彼女はバイオリンが弾けます。 

７３４、 visit  ヴィジット 訪れる  動詞、名詞 

We visited our friend in (the) hospital. 

ウィ ヴィジテッド アウア フレンド イン（ザ）ホスピタル 
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私たちは友人のお見舞いに病院へ行った。 

７３５、visitor ヴィジター 訪問客、観光客 名詞 

Five visitors are staying tonight. 

ファイヴ ヴィジターズ アー ステイング トゥナイト 

今晩は 5 人泊ってます。（現在進行形） 

７３６、 voice ヴォイス 声 名詞 

She has a good voice. 

シー ハズ ア グッド ヴォイス 

彼女は声がいい。 

７３７、 wait ウェイト  待つ  動詞 

I'm waiting for him. 

アイム ウェイティング フォー ヒム 

彼を待っているところです。（現在進行形）  wait for ～:～を待つ 

７３８、wake ウェイク 目覚める、起こす  動詞 

I woke up at 7 o'clock. 

アイ ウォウク アップ アット セヴン オクロック 

７時に起きた。 

woke:ウォウク(二重母音） wake の過去形 （walk:ウォーク 歩く 発音注意） 

wake woke woken ウェイク ウォウク ウォウクン 
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----------------------------------------------------------------------------- 

午前３時に： at 3 o'clock in the morning もしくは  at 3 am  

午後 3 時に： at 3 o'clock in the afternoon もしくは at 3 pm 

午後１０時に：at 10 o'clock in the evening もしくは at 10 pm 

７３９、 walk ウォーク 歩く 動詞 

Are you going to walk or ride? 

アー ユー ゴーイング トゥ ウォーク オア ライド 

歩いていきますか、それとも車でいきますか。  ride:ライド 車に乗って行く  

be going to と will：どちらも未来を表すが、be going to は、～する予定がある、という

時、will は、これから決める時の違いがある 

７４０、wall  ウォール 壁  名詞 

Wall have ears. 

ウオール ハヴ イアーズ 

壁に耳あり（ことわざ）       ears：イアーズ 耳 複数形 

７４１、 want ウォント ～したい,ほしい  動詞 

I want to go to America (the United States). 

アイ ウォント トゥ ゴウ トゥ アメーリカ（ザ ユナイテッド ステイツ） 

僕はアメリカに行きたい。 

７４２、war ウォー  戦争  名詞 
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He talked about the American Civil War . 

ヒー トークト アバウト ジ アメリカン シヴィル ウォー 

彼は南北戦争について語った。 

the American Civil War:アメリカの南北戦争のことで、南北に分かれて戦争し、北部側の

リンカーン側が勝利した。大文字で始まる。 

７４３、 warm  ウォーム 暖かい  形容詞 

It's warm today. 

イッツ ウォーム トゥデイ  

今日は暖かい。 

７４４、 was  ワズ ～だった   be 動詞 am ,is の過去形 

Was he your teacher? ワズ ヒー ユアー ティーチャー  

Yes ,he was. （No, he wasn't.）イエス ヒー ワズ（ノゥ ヒー ワズント） 

彼はあなたの先生でしたか。 

はい。（いいえ。） 

７４５、 wash ウォッシュ 洗う 動詞 

She washed the clothes. 

シー ウォッシュト ザ クロウズ 

彼女は服を洗った。 

clothes:クロウズ 服（いつも複数形）  cloth:クロス 布 
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a suit of clothes:ア スートゥ オヴ クロウズ 服１着 

７４６、watch ワッチ   見る、 動詞   腕時計、 名詞 

I watch television. 

アイ ワッチ テレヴィジョン 

私はテレビを見る。 

７４７、water ウォーター  水、  名詞（動詞） 

Please give me water. 

プリーズ ギヴ ミー ウォーター 

水をください。 

７４８、way ウェイ 道、方法  名詞 

I lost my way. 

アイ ロスト マイ ウェイ 

私は道に迷った。  lose one's way:ルーズ ワンズ ウェイ 道に迷う 

lost:ロスト lose の過去形  lose lost lost ルーズ ロスト ロスト 

７４９、 we ウィ 私たち 人称代名詞（1 人称  複数) 

We watched the fireworks. 

ウィ ワッチト ザ ファイアーワークス 

私たちは花火を見た。 

watch:ワッチ 見る  fireworks:ファイアーワークス 花火 
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７５０、weak ウィーク 弱い、苦手である  形容詞 

She is weak in English. 

シー イズ ウィーク イン イングリッシュ 

彼女は英語が苦手です。  （week:ウィーク 週 発音は同じ） 

７５１、 wear ウェアー 着ている、身につけている 動詞 

She always wears blue. 

シー オールウェイズ ウェアーズ ブルー 

彼女はいつも青い服を着ている。    

wear wore worn  ウェア ウォーア ウォーン  

７５２、Wednesday  ウェンズデイ 水曜日  名詞 

See you on Wednesday. 

シー ユー オン ウェンズデイ 

じゃあ水曜日にね。 see you ～：次は～に会おう（別れる時の挨拶） 

別れる時に、see you のみで、また会おうね、という意味になる 

７５３、 week ウィーク 週、1 週間  名詞 

What is the day of the week?（フ）ワット イズ ザ デイ オヴ ザ ウィーク 

It's Sunday. イッツ サンデイ 

今日は何曜日ですか。 

日曜日です 
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Sunday サンデイ Monday マンデイ Tuesday チューズデイ Wednesday ウェンズデイ 

Thursday サーズデイ   Friday フライデイ   Saturday サータデイ 

７５４、 weekend ウィークエンド   週末   名詞 

Have a nice weekend. ハヴ ア ナイス ウィークエンド  

You too. ユー トゥー 

良い週末を。 

あなたもね。 

７５５、 welcome ウェルカム  歓迎する  動詞 

She welcomed me with open arms. 

シー ウェルカムド ミー ウィズ オウプン アームズ 

彼女は両手を広げて私を歓迎してくれた。 

with：～で open：オウプン 広げた 

arms：アームズ  arm アーム 腕（手）の複数形 

７５６、 well  ウェル  よく、十分に 副詞 

I slept well. 

アイ スレプト ウェル 

よく寝ました。 

７５７、 were ワー ～である   be 動詞 are の過去形 

Where were you?    What were you doing? 



 

 

192 

 

ホエアーワーユー   ワット ワー ユー ドゥーイング 

どこにいたの。  何してたの。 

７５８、 west ウェスト  西     名詞、形容詞 

California is in the west. 

キャリフォーニア イズ イン ザ ウェスト 

カリフォルニアは（アメリカの）西部にあります。 

California：キャリフォーニア カリフォルニア州 

７５９、wet  ウェット ぬれた  形容詞 

I got wet in the rain. 

アイ ゴット ウェット イン ザ レイン 

雨でぬれました。 

get wet :ゲット ウェット ぬれる  

got:ゴットゥ  get ゲット 取る、～になる、の過去形  rain:レイン  雨 

７６０、 what   （フ）ワット 何  疑問代名詞 

Do you know what this is? 

ドゥ ユー ノウ （フ）ワット ディス イズ 

これがなんだか知ってますか。 

７６１、 when  ホエーン いつ  （疑問）副詞、接続詞（発音はむし

ろウェン） 
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Tell me when you will come back? 

テル ミー ホエーン ユー ウィル カム バック 

いつ帰るか教えてください。 

７６２、 where  ホエアー  どこに  （疑問）副詞（発音はむしろウ

ェア） 

Where do you live? 

ホエアー ドゥ ユー リヴ  

どこの住んでるの。  

７６３、 which フウィッチ どちらの、どの 疑問代名詞（発音はむしろ

ウィッチ） 

Which do you like best? 

フイッチ ドゥ ユー ライク ベスト 

どれが一番好きなの。 

７６４、 while ホワイル ～する間  接続詞 （発音はむしろワイル） 

We went fishing while he was at his office. 

ウィ ウェント フィッシング （ホ）ワイル ヒー ワズ アット ヒズ オフィス 

彼が仕事をしていた時（事務所にいた時）、私たちは釣りに行きました。 

office:オフィス 会社、事務所   fishing:フィッシング 魚釣り  

go fishing:ゴウ フィッシング 魚釣りに行く  went:ウェント go の過去形  



 

 

194 

 

７６５、 white ホワイト  白い   形容詞、名詞 

I saw a white horse. 

アイ ソー ア ホワイト ホース 

白い馬を見ました。 

horse:ホース 馬  saw:ソー（see スィー見る）の過去形 

see saw seen スィー ソー スィーン 

７６６、 who フー 誰（だれ）   疑問代名詞、関係代名詞 

Who is he? 

フー イズ ヒー 

彼はだれなの。 

７６７、 whole  ホウル  全体の  形容詞 

Our whole family will be on summer vacation next week. 

アウアー ホウル ファミリー ウィル ビー オン サマーヴァケイション ネクス

トウィーク  

来週家族全員で夏休みをとります。 

vacation:ヴァケイション 休み  will:ウィル ～でしょう（未来）助動詞 

DVD の絵ではホールになってますが、厳密には二重母音なので、ホウルで発音は hole:

ホウル 穴 と同じです 

二重母音は、オとウを続けて発音するのではなく、オからウへなめらかにつなげて 
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ひとつの音として発音、オは強く、ウはぼかす感じでオゥと発音します 

似ているのが、hall:ホール 会場 で こちらは二重母音ではありません 

従って、black hole :ブラック ホウル、Suntory Hall:サントリーホールとなります 

７６８、whom フーム 誰  疑問代名詞 目的格 

For Whom the Bell Tolls 

誰（た）がために鐘は鳴る（映画、小説の名前）、 だれのために鐘がなるのか（直訳） 

最近は、whom を使わず who を使うことが多い 

７６９、 whose フーズ 誰の 疑問代名詞 who の所有格、関係代名詞 

Whose umbrella is this? 

フーズ アンブレラ イズ ディス 

これはだれの傘なの。 

７７０、why ホワイ  疑問副詞 （発音はむしろワイ） 

Why did you divorce her? 

ワイ ディド ユー ディヴォース ハー 

なぜ彼女と離婚したの。  divorce:ディボース 離婚する 

７７１、 wide ワイド  幅が広い  形容詞 

The street is wide. 

ザ ストリート イズ ワイド 

その通りは幅が広い。   （反意語は narrow:ナロウ 狭い） 
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７７２、 wife ワイフ  妻  名詞 

My wife andＩgot married three years ago. 

マイ ワイフ アンド アイ ゴット マリッド スリー イエアーズ アゴウ 

妻と私は 3 年前に結婚しました。 

get married(married は過去分詞の形容詞としての用法）： 結婚の状態になる 

I'm married.アイム マリッド 私は結婚してます。 

I'm single.アイム シングル 私は独身です。 single:シングル 独身 

７７３、 wild ワイルド 野生の   形容詞 

A crow is a wild bird. 

ア クロウ イズ ア ワイルド バード 

からすは野生の鳥（野鳥）です。  crow:クロウ からす 

７７４、 will ウィル  ～でしょう（未来）  助動詞 

It will be fine tomorrow. 

イット ウィル ビー ファイン トゥマロウ 

あしたは晴れるでしょう。   fine:ファイン 晴れる、調子が良い、形容詞 

It will be rainy tomorrow.イット ウィル ビー レイニー トゥマロウ 

あしたは雨が降るでしょう。   rainy:レイニー 雨降りである 形容詞 

It will rain tomorrow:イット ウィル レイン トゥマロウ 

あしたは雨が降るでしょう。   rain:レイン  雨が降る    動詞  
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７７５、 wind  ウィンド  風   名詞  

The wind was cold. 

ザ ウィンド ワズ コウルド 

風が寒かった。  cold：コウルド 寒い、冷たい 形容詞 

似た発音  called:コールド call（呼ぶ、電話する）コールの過去形 

７７６、 window  ウィンドウ 窓  名詞 

She looked out of the window. 

シー ルックトゥ アウト オヴ ザ ウィンドウ 

彼女は窓から外を見た。 

She looked out the window.でも正しい 

look out:外を見る、の他に、気を付ける、という意味もあります。 

７７７、wine ワイン  ワイン、ぶどう酒 名詞 

We drank a lot of wine. 

ウィ ドランク ア ラット オヴ ワイン 

私たちはワインをたくさん飲んだ。 

７７８、 winter ウィンター 冬  名詞 

I like winter sports .  

アイ ライク ウィンター スポーツ 

冬のスポーツ（ウィンタースポーツ）が好きです。 
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７７９、 wise ワイズ 賢い  形容詞 

He was wise to choose it.  

ヒーワズ ワイズ トゥ チューズ イット 

彼がそれを選んだのは賢かった。 

choose:チューズ選ぶ 過去形 chose:チョウズ 過去分詞 chosen:チョウズン 

choose chose chosen チューズ チョウズ チョウズン 

７８０、 with ウィズ ～とともに  前置詞 

Come with us to the store. 

カム ウィズ アス トゥ ザ ストア 

私たちと一緒にあの店に行こう。 

store と shop の違い   

store:ストア 販売のみの店  

shop:ショップ 加工・製作等もやってる小さいお店 

例：コーヒーショップ coffee shop、フラワーショップ(花屋） flower shop、 

アイスクリームショップ ice cream shop 

７８１、without ウィズアウト ～なしに  前置詞 

I cannot live without you. 

アイ キャンノット リヴ ウィズアウト ユー 

あなた無しでは生きていけない。（cannot は can't, can not と同じ） 
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７８２、woman ウーマン  女性  名詞 

She is a newly married woman. 

シー イズ ア ニューリー マリッド ウーマン 

彼女は最近結婚したばかりの女性です。 

newly:ニューリー 最近   married:マリッド 結婚した 

７８３、 wonderful ワンダフル  素晴らしい  形容詞 

We had a wonderful time. 

ウィ ハド ア ワンダフル タイム 

わたしたちはすばらしい時間を過ごした。 time:タイム 時間   

Do you have time tomorrow? ドゥ ユー ハヴ タイム トゥマロウ 

あした時間がありますか。 

この場合は、決まった時間ではないので、time のみで a はつかない 

７８４、wood  ウッド  森、木材    名詞 

We went for a walk in the woods. 

ウィ ウェント フォー ア ウオーク イン ザ ウッズ 

私たちは森へ散歩に行った。 

went:ウェント go ゴウ 行く の過去形  walk :ウォーク 歩く（動詞）、散歩（名詞） 

in the woods：イン ザ ウッズ 森の中 

７８５、 word ワード 言葉  名詞 
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I have no words to thank you. 

アイ ハヴ ノゥ ワーズ トゥ サンク ユー 

ありがたくて言葉が思いつきません。 

thank: サンク 感謝する 

サの発音は、th の場合は、ｓ の時と違って、舌を前歯で軽く挟んで発音する。 

間違えやすいのが sank:サンク 沈んだ  sink：シンク 沈む の過去形  

sink sank sunk  スィンク サンク サンク  

７８６、work ワーク 働く  動詞 

We are working at this company. 

ウィ アー ワーキング アット ディス カンパニー 

私たちはこの会社で働いています。（現在進行形） 

company:カンパニー 会社  at:アット ～で   this:ディス この 

７８７、 world ワールド 世界  名詞 

He is a world-famous tennis player. 

ヒー イズ ア ワールド フェイマス テニス プレイヤー 

彼は世界的に有名なテニスプレイヤーです。 

famous:フェイマス 有名な  world-famous :世界的に有名な 

tennis：テニス テニス  player：プレイヤー 選手 

７８８、 worry ワリー 心配する、くよくよする  動詞 
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Don't worry about it. 

ドント ワリー アバウト イット 

それは心配しないでいいよ。 

７８９、worst ワースト  一番悪い  形容詞 bad の最上級 

This is the worst slum I've ever seen. 

ディス イズ ザ ワースト スラム アイヴ エヴァー シーン 

ここは今まで見た中で最悪のスラムだ。 

slum:スラム 過密危険地帯  ever:エヴァー 今まで 

I've ever seen:いままで見た中で（現在完了：いままでの経験） 

seen:シーン（スィ―ン） see:スィー 見る の過去分詞   

see saw seen スィー ソー スィーン  

７９０、would ウッド ～するだろう 助動詞 will の過去形 

The doctor told her that he would soon get well. 

ザ ドクター トウルド ハー ザット ヒー ウッド スーン ゲット ウェル 

医者は彼女に、彼はすぐ良くなるだろうと言った。 

tell が過去形なので、従属節の will も過去形 would になる 

（間接話法：従属節、時制の一致） 

The doctor said to her, "He will soon get well." 

医者は彼女に「彼はすぐ良くなるだろう。」と言った 
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（直接話法：従属節は、未来形のまま） 

７９１、 write  ライト  書く  動詞 

When you go to Paris, write to me.  

ホエーン ユー ゴウ トゥ パリス ライト トゥ ミー 

パリに行ったら、私に手紙をくださいね。 

write to ～：～に手紙を書く（送る）   Paris:パリス パリ 

write wrote written ライト ロウト リトゥン  

７９２、wrong ロング  悪い、間違っている  形容詞 

The answer is wrong. 

ジ アンサー イズ ロング  

その答えは違います。 

long:ロング 長い  l:舌先が上あごにつく。日本語のロと同じ 

r：舌先は上あごにつかず、巻き舌で、唇をとがらせ、まず、ウを発音する構えからロン

グと発音（R と L は、聞いて違いが分かりにくいですが、ネイティヴでもわからない人

がいるそうです。しかし、前後の文脈で判断できます。） 

７９３、 year イエアー 年  名詞 

We have known each other for three years. 

ウィ ハヴ ノウン イーチ アザー フォー スリー イエアーズ 

私たちは知り合って 3 年になる。 
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each other:イーチ アザー お互いに  for:フォー の間  

know:ノウ 知ってる、知り合う 

発音の違い ear：イアー耳、year：イエアー year の y 日本語にはない音で、最初のイ

エは下あごを前に出し、全体では ear より長く音を伸ばす感じ 

７９４、 yellow イエロウ 黄色、黄色の 名詞、形容詞 

He was given a yellow card. 

ヒー ワズ ギヴン ア イエロウ カード 

彼はイエローカードを与えられた。 

was given：ワズ ギヴン 過去形、 現在形は is given イズ ギヴン 

give gave given ギヴ ゲイヴ ギヴン 

受動態（受け身）なので,与えられた、という意味になる。（逆なら、与えた） 

795、yes  イエス  はい  副詞 

Are you from Japan?  アー ユー フロム ジャパン  

Yes, I am. イエス アイ アム 

日本から来たの。  

はい、そうです。   be from ～:～から来た ～の出身です 

７９６、 yesterday  イエスタデイ きのう 名詞 

I arrived in Paris yesterday. 

アイ アライヴド イン パリス イエスタデイ  
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きのうパリに着きました。  in Paris:イン パリス  パリに 

７９７、 you ユー  あなた（たち）  人称代名詞 

Here you are. ヒアー ユーアー 

Thank you.サンク ユー 

はい、どうぞ。  

ありがとう。 

相手にプレゼント、お皿、メニュー等、何かを渡すときの言い方 here:ヒアー ここに 

７９８、 young  ヤング  若い 形容詞 

The young man runs fast. 

ザ ヤング マン ランズ ファースト 

あの若者は走るのが早いね。   man:マン 男  

ちょっと難しい R の発音方法、および run と ran の発音方法の違い 

run:ラン 走る  口をすぼめて、舌をそらせてから口を広げず発音 

ran:ラン（過去形）口をすぼめて、舌をそらせてから口を広げ気味にして発音 

run ran run ラン ラン ラン （カタカナでの表記は同じ） 

fast:ファーストゥ 早い  口を大きく開ける、あごを下げる。 

first:ファーストゥ 一番の 口を大きく開けず、舌を奥に引っ込める。 

７９９、 your ユア  あなた（たち）の、  you の所有格（人称代名

詞） 
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Do your best. 

ドゥ ユア ベスト 

がんばれ（ベストをつくせ）。 

８００、 yours   ユアーズ  君（たち）の物 所有代名詞 

Yours is better than mine. 

ユアーズ イズ ベター ザン マイン 

君の方が僕の方よりいいね。 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

２４０、 first ファースト  一番、最初（の） 名詞、形容詞 

He won (the) first prize. 

ヒー ワン（ザ）ファースト プライズ 

彼は一等賞を取った。  prize:プライズ, 賞 

win won won  ウィン ワン ワン 

２９９、 hold  ホウルド 持つ 動詞 

She is holding a doll in her hand. 

シー イズ ホウルディング ア ドール イン ハー ハンド 

彼女は人形を手に持っている。(現在進行形）     

hold held held  ホウルド ヘルド ヘルド  

３９３、 meal ミール 食事  名詞 
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We sometimes eat between meals. 

ウィ サムタイムズ イートゥ ビトウィーン ミールズ 

私たちは時々間食をする（お菓子を食べる）。 

sometimes :サムタイムズ（サンタイムズではない） between meals :食間（食事の中間） 

５９１、smell スメル  においがする  動詞、名詞 

This flower smells sweet. 

  ディス フラワー スメルズ スイート 

  この花は、甘い香り（いいにおい）がする。 
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   ８００単語 リスト （DVD 掲載順） 

DVD No.1  １番～４００番 

DVD  No.2  ４０１番～８００番（２４０番、２９９番、３９３番、５９１

番） 

A  １番～４５番 

 a,(an), able, about, above, across, act, afraid, after, afternoon, again, against, 

age, ago, air, airplane, all,  almost, alone, already, also, always, am, among, and, 

angry, animal, another, answer, any, anyone, anything, apple, April, are, arm, 

arrive, art, as, ask, at, attck, August, aunt, autumn, away, 

B  ４６番～１０１番 

 baby, back, bad, bag, ball, banana, bank, baseball, basket, basketball, bat, bath, 

beautiful, because, become, bed, before, begin, behind, believe, bell, below, 

beside, best, better, between, bicycle, big, bird, birthday, black, blue, boat, body, 

book, both, bottle, box, boy, break, breakfast, bridge, bright, bring, brother, 

brown, build, building, bus, business, but, butter, buy, by, bye, 

C   １０２番～１５２番 

cafe, cake, call, camera, can, cap, car, card, care, carry, case, cat, catch, center, 

certain, chair, chance, change, cheap, chicken, child, choose, choose, Christmas, 

church, circle, city, classe, clean, clever, climb, clock, close, clothes, cloud, club, 
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coat, coffee, cold, color, come, company, cook, cool, corner, count, country, 

cover, cow, cry, cup, cut,  

D  １５３番～１９０番 

 dad, dance, dangerous, dark, date, daily, daughter, day, December, death, dear, 

dead, decide, deep, department store, desk, diary, dictionary, die, different, 

difficult, dinner, dirty, discover, dish, do,doctor, dog, doll, door,down, dream, 

dress, drink, drive, drop, dry, during,  

E   １９１番～２１６番 

each, ear, early, earth, east, easy, eat, egg, eight, either, elephant, eleven, else, 

end, enjoy, enough, enter, even, evening, ever, every, everyone, excuse, expect, 

explain, eye,  

F   ２１７番～２６４番 

face, fact, fall, family, famous, fan, far, farm, fast, fat, father, February, feel, few, 

fiction, field, fifteen, fight, film, find, finger, finish, fire,(first,) fine, fish, five, 

flat, floor, fly, follow, food, football, for, forest, forget, fork, four, free, fresh, 

friend, from, front, fruit, full, fun, funny, future,  

G   ２６５番～２８０番 

game, garden, gas, get, girl, give, go, glad, god, gold, good, grass, great, 

green,group, grow, 



 

 

209 

 

H    ２８１番～３１６番 

hair, half, hand, happen, happy, hard, hat, have, head, hear, healthy, heavy, hello, 

help, here, hi, high, hit, (hold,) holiday, home, honest, hope, horse, hospital, hot, 

hotel, hour, house, how, human, hundred, hungry, hurry, hurt, husband,  

I   ３１７番～３３３番 

 I, ice, idea, if, ill, important, in, increase, inside, interest,interested, interesting, 

international, into, invite, island, it, 

J   ３３４番～３３８番 

job, join, jump, junior, just, 

K   ３３９番～３４５番 

keep, key, kind, king, kitchen, knife, know, 

L   ３４６番～３７８番 

 lady, lake, land, language, large, last, late, laugh, learn, leave, left, leg, lend, 

lesson, let, letter, library, life, light, like, line, lion, list, listen, little, live, long, 

look, lose, love, low, lucky, lunch,  

M   ３７９番～４１９番 

machine, magazine, mail, main, make, man, many, map, March, market, marry, 

matter, May,may, me, (meal), mean, meat, meet, member, memory, middle, 

milk, mind, ("mine"), minute, miss, Miss, mistake, Monday, money, month, 
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moon, more, morning, most, mother, mouse, mouth, move, movie, much, must, 

my, 

N  ４２０番～４４６番 

 name, narrow, national, natural, near, necessary, need, never, new, news, 

newspaper, next, nice, night, "mine", no, noise, none, noon, north, nose, not, 

notebook, nothing, November, now, number, 

O   ４４７番～４６６番 

October, of, off, office, often, oh, oil, old, on, once, only, open, or, order, our, 

out, outside, over, own,  

P   ４６７番～５０９番  

page, paint, pair, pants, paper, parent, park, party, pass, past, pay, pen, pencil, 

people, perhaps, person, phone, piano, pick, picnic, picture, place, plan, plane, 

plant, play, please, pocket, policeman, poor, popular, pork, post, power, practice, 

present, pretty, price, proud, promice, pull, push, put, 

Q  ５１０番～５１４番 

quarter, queen, question, quick, quiet,  

R   ５１５番～５４０番 

race, radio, rain, reach, read, ready, real, really, receive, red, remember, report, 

restaurant, return, rich, ride, right, ring, rise, river, road, rock, rose, round, rule, 
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run,  

S   ５４１番～６４２番 

sad, safe, salt, same, Saturday, save, say, scene, school, science, sea, season, seat, 

secret, second, see, seem, sell, send, seven, several, shall, shape, sharp, she, shine, 

ship, shirt, shoes, shop, short, should, show,  shut, sick, side,sign, silent, silver, 

simple, since, sing, sister, sit, size, skin, sky, sleep, slow, small,(smell,) smile, 

snow, so, soft, some, something, sometimes, son, song, soon, sorry, sound, soup, 

south, space, speak, special, speed, spend, spoon, sport, spring, square, stand, 

star, start, station, stay, step, still, stone, stop, store, story, straight, strange, 

street, strong, student, study, such, suddenly, sugar, suit, summer, sun, sure, 

Sunday, surprise, sweet, swim,  

T   ６４３番～７１６番 

table, take, talk, tall, tea, teach, teacher, team, telephone, television, tell, tennis, 

test, than, thank, that, the, their, thiers, them, then, there, these, they, thick, thin, 

thing, think, third, thirteen, thirty, this, those, though, thousand, three, through, 

throw, Thursday, ticket, tiger, till, time, tired, to, today, together, toilet, tomato, 

tomorrow, tongue, tonight, too, tooth, top, touch, toy, toward, tower, town, train, 

travel, tree, trip, trouble, true, try, Tuesday, tunnel, turn, twelve, twenty, two, 

type,  
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U  ７１６番～７２８番 

 umbrella, uncle, under, understand, until, up, upon, us, use, useful, usuall, 

usually,  

V  ７２９番～７３６番 

 vegetable, very, video, village, violin, visit, visitor, voice,  

W  ７３７番～７９２番 

 wait, wake, walk, wall, want, war, warm, was, wash, watch, water, way, we, weak, 

wear, Wednesday, weak, wear,Wednesday,week, weekend, welcome, well, were, 

west, wet, what, when, where, which, while, white, who, whole, whom, whose, 

why, wide, wife, wild, will, wind, window, wine, winter, wise, with, without, 

woman, wonderful, wood, word, work, world, worry, worst, would, write, wrong 

Y   ７９３番～８００番 

year, yellow, yes, yesterday, you, young, your, yours   

 

追加分 

２４０番 first, ２９９番 hold, ３９３番 meal, ５９１番 smell 

 

 

 


