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001      about    ～について　おおよそ

Tell me about your country.
あなたの国のことを　話してください。

002     air     空気

This air is not clean.
ここの空気は　きれいではありません。

003     always    いつも

Our teacher is always fair.
私たちの先生は　いつも公平です。

004      answer     答える　答え

Will you answer the telephone?
電話に出ていただけますか？

005       baseball      野球

He is on our baseball team.
彼は　ぼくたちの野球チームにはいっています

006     before   ～の前に

Brush your teeth before you go to bed.
寝る前に　自分の歯をみがきなさい。

007    bread   パン

We use a knife to cut bread.
私たちは　パンを切るのにナイフを使う。

008     building   建物　ビル

This building is thirty meters in height.
この建物は　30 メートルはあります。

009     cheek   ほお

He kissed her on the cheek.
彼は　彼女のほほにキスをした。

010   classroom　　教室

Tom, this is our classroom.
トム　ここが　私たちの教室です。

011   clean　　　きれいな　清潔な　　きれいにする　　　掃除する

This air is not clean.
ここの空気は　きれいではありません。

012  　　clear　　　晴れた　澄んだ　明白な　はっきりとした

The sky is clear.
空は　晴れわたっています。

013 　　clever　　　りこうな　　賢い

Kenji is clever boy.
けんじは　りこうな少年です

014 　climb　　登る　
The monkey climbed the tree.
サルは　木に登った。
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015  　clock　（置くタイプの）時計

I set the clock by the television.
私は　テレビで時計の時刻を合わせた。

016 　　close　　　閉じる　閉まる　発音-クロウスで(親密な　ごく近い　すぐそばの)

Jack is one of my close friends.
ジャックは　私の親友のひとりです。

017   　　cloth　　布

Wipe the desk with a cloth.
その机を　この布でふきなさい。

018   　clothes　　　衣服

Nancy has a lot of clothes.
ナンシーは　たくさんの服をもっている。

019   cloud　　雲

There are black clouds in the sky.
空に黒い雲があります。

020  　cloudy　　くもった

It is cloudy today.
きょうはくもっている

021   　club　　クラブ　部　部活

We have club activity three days a week.
私たちは　週３回　部活動をします。

022     coat　　コート

Take off your coat.
コートを脱ぎなさい。

023   　coffee　　　コーヒー

I'll have some coffee.
私は　コーヒーをいただきます。

024     cold　　　寒い　冷たい　かぜ

It is cold this morning.
けさは　寒いです。

025   collect　　集める

They are collecting money for poor people.
彼らは　貧しい人たちのためにお金を集めています。

026   college　　大学

My sister goes to women's college.
私の姉は　女子大に行っています。

027   color　　色

What color is your sweater?
あなたのセーターは　どんな色ですか？

028   come　来る

Did you come by bus?
あなたは　バスで来たのですか？
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029   country   国
I am the king of this country.
私はこの国の　王様です。

030     dictionary    辞書

This dictionary is very useful for us.
この辞書は　私たちに大変役に立ちます。

031   earth     地球

The earth goes around the sun.
地球は太陽のまわりを　回っている。

032    easily     簡単に

I can do it easily.
私はらくらくと　それができます。

033     east   東（の）

The sun rises in the east.
太陽は　東からのぼる。

034     easy     簡単な　やさしい　容易な

English is not easy for me.
英語は私にとってやさしくはない。

035    eat    食べる

We eat soup with a spoon.
私たちは　スプーンでスープを飲む。

036     evening    夕方　晩

I watch television in the evening.
私は　夜にテレビを見る。

037     fail    失敗する

He tried his best,but failed.
彼は　ベストを尽くしましたが、失敗しました。

038   fair     公平な　公正な

Our teacher is always fair.
私たちの先生は　いつも公平です。

039    fall     落ちる　秋

The boy fell from the window.
少年は　窓から落ちた。

040   father   父
Ken is helping his father in the kitchen.
けんは　台所でお父さんの手伝いをしています。

041   flower   花
There are many kinds of flowers in my garden.
私の庭には　たくさんの種類の花があります。

042   friend    友人　友だち

Jack is one of my close friends.
ジャックは　私の親友のひとりです。

043   garden    庭
There are many kinds of flowers in my garden.
私の庭には　たくさんの種類の花があります。
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044    heaven     天　空（複数形で）　　天国

The stars shines in the heavens.
星は　天でかがやきます。

045   height    高さ　高度　身長

This building is thirty meters in height.
この建物は　高さ 30 メートルはあります。

046   hello   やあ　こんにちは　もしもし

Hello, this is Mike speaking.
もしもし、　マイクですが。

047   help     手伝う　助ける 助け　援助

Mary is helping her mother.
メアリーは　彼女のお母さんを手伝っています。

048  hill   丘
The view from the hill is beautiful.
丘からのながめは　美しいです。

049    history     歴史

My father teaches history at that school.
私の父は　あの学校で　歴史を教えています。

050   hotel    ホテル

I took a taxi to the hotel.
私は　ホテルまで　タクシーに乗って行った。

051    kind    　やさしい　親切な　種類

There are many kinds of flowers in my garden.
私の庭には　たくさんの種類の花があります。

052    king    王
I am the king of this country.
私はこの国の王様です。

053      kitchen   台所

Ken is helping his father in the kitchen.
けんは　台所でお父さんの手伝いをしています。

054     kiss  キス（をする）

He kissed her on the cheek.
かれは　彼女のほほにキスをした。

055     knife    ナイフ

We use a knife to cut bread.
私たちは　パンを切るのにナイフを使う。

056   late  {形}遅い　遅れた　{副}遅く　遅れて

It is getting late.
遅くなってきています。

057    later   (形）もっと遅い　もっと後の　最近の　（副詞) もっと遅く　後で

John took a later train.
ジョンは　後のほうの電車に乗りました。

UNIT 1



058　lemon  レモン

How do you like your tea, with milk or with lemon?
紅茶はいかがいたしましょう？ミルク　レモンですか。

059　　library   図書館

I went to the library.
私は　図書館へ行きました。

060　　listen  聞く　耳をかたむける

Let's listen to this tape.
このテープを　聞きましょう。

061　　long   {形}長い　{副}　長く

We have long summer vacation.
私たちは　長い夏休みをとる。

062　　look   見る　～に見える

I looked but could not see nothing.
私は　見てみたけれど何も見えなかった。

063　　lovely   かわいい　美しい　きれいな

Nancy is a lovely girl.
ナンシーは　美しい女の子です。

064　　member   メンバー　会員　一員

He is a member of our team.
彼は　私たちのチームの一員です。

065　　milk    牛乳
How do you like your tea, with milk or with lemon?
紅茶はいかがいたしましょう？ミルク　レモンですか。

066　　money   お金

They are collecting money for poor people.
彼らは　貧しい人たちのためにお金を集めています。

067　　monkey   サル　猿

The monkey climbed the tree.
サルは　木に登った。

068　　morning    朝　午前

It is cold this morning.
けさは　寒いです。

069　mother   母
She is my mother.
彼女は私の母親です。

070　 people    人々
They are collecting money for poor people.
彼らは　貧しい人たちのためにお金を集めています。

071  player   選手　プレーヤー

She is a good tennis player.
彼女はテニスがじょうずです。
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072   poor  貧しい

They are collecting money for poor people.
彼らは　貧しい人たちのためにお金を集めています。

073   school    学校

My father teaches history at that school.
私の父は　あの学校で　歴史を教えています。

074   sky   空
The sky is clear.
空は　晴れわたっています。

075    star   星　スター

The stars shines in the heavens.
星は　天でかがやきます。

076  sugar  砂糖
Sugar has a sweet taste.
砂糖は　甘い味がします。

077   tape   細長い布　紙などのテープ　録音用のテープ　テープを貼る　録音する

Let's listen to this tape.
このテープを　聞きましょう。

078    taste    味（がする）

Sugar has a sweet taste.
砂糖は　甘い味がします。

079   taxi    タクシー

I took a taxi to the hotel.
私は　ホテルまで　タクシーに乗って行った。

080   tea  茶(紅茶)

How do you like your tea, with milk or with lemon?
紅茶はいかがいたしましょう？ミルク　レモンですか。

081   teach   教える

My father teaches history at that school.
私の父は　あの学校で　歴史を教えています。

082   team    チーム

He is on our baseball team.
彼は　ぼくたちの野球チームにはいっています。

083    telephone　　電話

Will you answer the telephone?
電話に出ていただけますか？

084    television　　テレビ

I watch television in the evening.
私は　夜にテレビを見る。

085   tell　　話す　言う　告げる

Tell me about your country.
あなたの国のことを　話してください。
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086    tennis　テニス

She is a good tennis player.
彼女はテニスがじょうずです。

087    tooth　　歯  teeth は複数形

Brush your teeth before you go to bed.
寝る前に　自分の歯をみがきなさい。

088    ugly　　みにくい　不格好な　

The dog was ugly.
その犬は　みにくかった。

089    umbrella　　かさ　傘

Take this umbrella with you.
あなたは　このかさを持っていきなさい。

090  under　～の下に

Who are the girls under the tree?
木の下にいる少女はだれですか？

091   understand　理解する

Do you understand Japanese?
あなたは　日本語がわかりますか？

092   university　　（総合）大学

This is the university of Hawaii.
これが　ハワイ大学です。

093   until　　　○○するまでずっと

Let's wait until six o'clock.
６時まで待ちましょう。

094    upstairs　階上の　２階の　階上へ　２階へ

We have four bedrooms upstairs.
うちの二階には４つの寝室があります。

095     use   使う

We use a knife to cut bread.
私たちは　パンを切るのにナイフを使う。

096     useful　役に立つ

This dictionary is very useful for us.
この辞書は　私たちに大変役に立ちます。

097   usually　ふつう　たいてい

My mother usually gets up at six in the morning.
私の母は　たいてい朝６時に起きます。

098     vacation　休暇　休み　長期休暇

We have long summer vacation..
私たちは　長い夏休みをとる。

099     vase　花びん

There are some beautiful roses in the vase.
花びんには　美しいバラの花が生けてある。
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100    vegetable　野菜

He grows vegetables in his garden.
彼は庭で野菜を栽培している。

101    view　ながめ　景色

The view from the hill is beautiful.
丘からのながめは　美しいです。

102    village　村

They live in a little village in England.
彼らは　イングランドの小さな村に住んでいます。

103    violin　バイオリン

He sometimes plays the violin.
彼は　ときどきバイオリンを演奏します。

104    watch　（じっと）見る

I watch television in the evening.
私は　夜にテレビを見る。

105   week      週
We have club activity three days a week.
私たちは　週３回　部活動をします。

106 window   窓
The boy fell from the window.
少年は　窓から落ちた。

107  woman   女の人　女性

My sister goes to women's college.
私の姉は　女子大に行っています。
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UNIT2
001   absent    不在で　欠席の　お休みしている

I was absent from school today.
私は　今日学校を休んだ。

002    accident   事故　偶然の出来事

She had an accident at work.
彼女は　仕事中に事故にあった。

003    afraid  おそれて　怖がって

She was very afraid of the dark.
彼女はたいへん　暗やみをおそれています。

004    after  ～のあとに

Let's play tennis after school.
放課後　テニスをしましょう。

005   afternoon   午後

Kenji came home from school in the afternoon.
けんじは 午後に学校から帰りました。

006   again  再び　また

Don't make the same mistake again.
ふたたび　同じまちがいをしてはいけない。

007   age   年齢
He came up to Tokyo at the age of fifteen.
彼は　15歳のときに東京にやってきた。

008  alone   １人で

She was alone in the room.
彼女は　その部屋で１人きりでいた。

009 along   ～に沿って

I walked along the street.
私は　通りにそって歩いた。

010   American  アメリカ(人)の　アメリカ　

Kumiko's father is American.
久美子さんのお父さんは　アメリカ人です。

011    and      ～と　そして

Bob and I are good friend.
ボブと私は　仲よしです。

012     angry    怒った

She is angry with me.
彼女は　私に対しておこっている。

013    animal     動物

I like animals very much.
私は　動物がたいへん好きです。

014    another     もうひとつ(の)　別の

I will be here another week.
私は　もう１週間ここにいます。

UNIT 2



015   ant     アリ　蟻

There are many ants on the cake.
たくさんのありが　ケーキの上にいます。

016   apple    りんご

Half of the apples is bad. 
りんごの半分はくさっている。

017   baby    赤ちゃん

She is going to have a baby.
彼女は　赤ちゃんが生まれる予定です。

018   back    後ろへ
He moved to the back of the car.
彼は　車のうしろに移動しました。

019   bad    悪い

The weather was very bad yesterday.
きのうは　天気はたいへん悪かった。

020   bag   かばん　バッグ

My mother have a paper bag.
私の母は　紙ぶくろをもっている。

021   bake   （パン　クッキー　レンガなどを）焼く

My father bake bread in an oven.
私の父は　オーブンでパンを焼きます。

022   balloon   気球　風船

There are many balloons in the sky.
空には　たくさんの気球があります。

023    bark    ほえる

Your dog always barks at me.
あなたの犬は　いつも私に向かってほえる。

024    basket    かご　バスケット

My little brother went to the park with his basket.
私の弟は　バスケットを持って公園へ行った。

025   bath    入浴　風呂

I take a bath every day.
私は毎日ふろに入る。

026   beach    浜　砂浜

They are swimming at the beach.
彼らは　海辺で泳いでいます。

027    birth    誕生　出生

What is the date of your birth?
あなたの生年月日はいつですか。

028    box    箱
What's in the box?
箱の中には何が入っているのですか?

029  boy   男の子　少年

He is a nice boy.
彼は感じのいい少年です。

UNIT 2



030   brain   脳　頭脳

Use your brain.
自分の頭を使いなさい。

031  clean   きれいにする　掃除する

They cleaned the floor with a brush. 
彼らは　床をブラシできれいにした。

032   dark  暗い

She has dark eyes.
彼女は黒い目をしている。

033   date   日付
What is the date of your birth?
あなたの生年月日はいつですか。

034   daughter    娘
She has a son and two daughters.
彼女は　１人の息子と２人の娘がいる。

035   dear   ～様 　親愛なる～

Emily is a dear friend of mine.
エミリーは　私の親友です。

036    decide    決める　決心する

Susan decided on the red hat.
スーザンは　赤い帽子に決めた。

037   deep   深い（形容詞として）　深く（副詞として）

The lake is about twenty meters deep.
その湖は　深さが２０m ある。

038  dessert   デザート

We had cake for dessert.
私たちは　デザートとしてケーキを食べた。

039   diary   日記
We keep a diary everyday.
私たちは　毎日　日記をつける。

040    die    死ぬ
My cat died yesterday.
私のネコが　きのう死んだ。

041   dinner    夕食　ディナー

Mother is making dinner now.
母は今　夕食を作っています。

042   dog    犬
Your dog always barks at me.
あなたの犬は　いつも私に向かってほえる。

043   draw    描く

I like to draw pictures.
私は絵を描くことが好きです。

044    egg    卵
How do you like your eggs? 
卵料理は　どのようにいたしましょうか？
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045   eight    ８(の)

My brother is eight years old.
私の弟は８歳です。

046    empty    空の　何もない

The room was empty.
その部屋には誰もいなかった。

047    enjoy     楽しむ

I really enjoyed your party. 
パーティーは　本当に楽しみました。

048    enter     入る

When did you enter this school?
あなたはいつ　この学校に入学したのですか？

049   equal     等しい　同等の　平等の　対等の

Mike is equal to me in weight.
マイクは　体重が私と同じです。

050     every     どの～も  みんな　 毎～

I take a bath every day.
私は毎日ふろに入る。

051    eye    目
She has dark eyes.
彼女は黒い目をしている。

052    face   顔
She has a pretty face. 
彼女は　かわいい顔をしている。

053  fact    事実
I didn't know the fact that she was ill.
私は　彼女が病気であることを知らなかった。

054   factory   工場
He works in a factory.
彼は　工場ではたらいている。

055   floor   床　階

They cleaned the floor with a brush.
彼らは　床をブラシできれいにした。

056    flow   （川　水　なみだなどが） 流れる　水の流れ

The Yodo River flows through Osaka. 
淀川は　大阪を流れている。

057   fly    飛ぶ
Swallows are flying south.
ツバメは南に飛んでいきます。

058   food   食べ物　食物　食料

My mother likes Chinese food.
私の母は　中国料理が好きです。

059   foreign   外国の　海外の

I will study foreign language.
私は　外国語を勉強するつもりです。
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060   forget   忘れる

I'll never forget you. 
私は　あなたのことを決して忘れません。

061  gold   金
This necklace is not gold. 
このネックレスは金ではありません

062   golden   金色の

Her hair is golden. 
彼女の髪の毛は　金色です。

063    good     よい

Bob and I are good friend.
ボブと私は　仲よしです。

064    habit     (個人的な)習慣

Smoking is a bad habit. 
喫煙は　悪い習慣です。

065   half   半分(の)

Half of the apples is bad. 
りんごの半分はくさっている。

066   hall   ホール　会館

I left my coat in the hall. 
私は　ホールにコートを置き忘れました。

067    hat    ぼうし（ふちのあるタイプ）

Susan decided on the red hat.
スーザンは　赤い帽子に決めた。

068   here   ここ

I will be here another week.
私は　もう１週間ここにいます。

069    hobby   趣味
His hobby is stamp collecting. 
彼の趣味は　切手集めです。

070  holiday   休日
Next Monday is a holiday.
次の月曜日は　休日です。

071   honest    正直な

John is an honest student. 
ジョンは　正直な生徒です。

072   hungry   空腹の　飢えた

Because I didn't have a breakfast,I am very hungry.
私は　朝食を取らなかったので　とてもおなかがすいています。

073   information    情報
Give me some information about this school. 
この学校についての情報を何か教えてください。

074　introduce　　紹介する

May I introduce Mr. Smith? 
スミス氏を紹介いたします。
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075　　invent　　発明する

Who invented television?
誰が　テレビを発明したのですか？

076　　invite　　　を招待する

I invited Kenji to a dance. 
私は　健二をダンスに招待しました。

077　　know　　　知っている

I didn't know the fact that she was ill.
私は　彼女が病気であることを知らなかった。

078　　lake　　　湖

The lake is about twenty meters deep.
その湖は　深さが２０m ある。

079　　leave　　去る　出発する

I left my coat in the hall. 
私は　ホールにコートを置き忘れました。

080　　left　　左の　左へ

He threw the ball with his left hand. 
彼は　左手でボールを投げた。

081　　lend　　貸す

I will lend you the money. 
私はあなたにお金を貸してあげましょう。

082　　letter　　手紙

I wrote him a long letter. 
私は彼に長い手紙を書いた。

083　　library　　図書館　図書室

I sometimes study in the library. 
私は　図書館でときどき勉強をする。

084　　Monday　　通常は大文字で始める　Monday月曜日

Next Monday is a holiday. 
次の月曜日は　休日です。

085　　nice　　よい　すばらしい

He is a nice boy.
彼は感じのいい少年です。

086　　nurse　　看護師

I want to be a nurse in the future.
私は　将来看護士になりたい。

087　　October　　10月

We often go on a picnic in October.
私たちは　しばしば 10月にピクニックへいく。

088　　office　　事務所

My father's office is in Marunouchi.
私の父の事務所は　丸の内にある。
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089　　old　　　古い　年とった

My father is getting old.
私の父は　だんだん年をとってきた。

090　　oven　　　オーブン

My father bake bread in the oven.
私の父は　オーブンでパンを焼きます。

091　　paper　　紙

My mother have a paper bag.
私の母は　紙ぶくろをもっている。

092　　park　　公園

My little brother went to the park with his basket.
私の弟は　バスケットを持って公園へ行った。

093　　picture　　写真　絵

I like to draw pictures.
私は絵を描くことが好きです。

094　　place　　場所

Go back your place.
あなたの場所に戻りなさい。

095　　pretty　　かわいらしい

She has a pretty face. 
彼女は　かわいい顔をしている。

096　　price　　値段　価格

I bought this bag at a low price.
私は　このバッグを安い価格で買った。

097　　room　　　部屋

She was alone in the room.
彼女は　その部屋で１人きりでいた。

098　　same　　　同じ

Don't make the same mistake again.
ふたたび　同じまちがいをしてはいけない。

099　　smoke　　煙   喫煙する　タバコを吸う

Smoking is a bad habit. 
喫煙は　悪い習慣です。

100    sometimes    ときどき　ときには

I sometimes study in the library.
私は　図書館でときどき勉強をする。

101   son    息子

She has a son and two daughters.
彼女は　１人の息子と２人の娘がいる。

102    stamp   切手

His hobby is stamp collecting. 
彼の趣味は　切手集めです。
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103   street    通り

I walked along the street.
私は　通りにそって歩いた。

104    student    生徒　学生

John is an honest student.
ジョンは　正直な生徒です。

105    swim    泳ぐ

They are swimming at the beach.
彼らは　海辺で泳いでいます。

106    twenty   20(の)

The lake is about twenty meters deep.
その湖は　深さが２０m ある。

107    weight    重さ

Mike is equal to me in weight.
マイクは　体重が私と同じです。

108   work   仕事する  仕事

He works in a factory. 
彼は　工場ではたらいている。
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UNIT3   
001      laugh       笑う

The girls laughed when they saw the man.
少女たちは　その男を見て笑った。

002     large       大きい　広い

Mr Brown lives in a large house.
ブラウンさんは大きな家に住んでいます。

003    knock     軽くたたく　 ノックする

He knocked on the door in the kitchen.
彼は台所のドアをノックした。

004     kind      親切な　やさしい

Nancy is a very kind girl.
ナンシーは　たいへん親切な女の子です。

005     kill        殺す

That man killed many animals.
あの男は　多くの動物を殺した。

006     key      かぎ

The man turned the key in the lock.
その男は　錠のかぎを開けた。

007   keep    保持する　 ～し続ける

We keep cattle on our farm.
私たちは牧場に牛を飼っています。

008    believe       信じる

I don't believe the story.
私にはその話は信じられない。

009     airport      空港
We went to the Narita Airport yesterday.
私たちはきのう　成田空港へ行った。

010   already   すでに　もう

It is already dark.
すでに　暗くなってしまった。

011   anybody     だれか　だれも

I didn't see anybody.
私は　だれも見ませんでした。

012   apple      りんご

My little sister likes apples very much.
私の妹は　りんごがたいへん好きです。

013   arm   腕
David had some books under his arm.
デービッドは　小わきに本を何冊か抱えています。

014    ask   たずねる

Tom asked me about my health.
トムは　私の健康についてたずねた。
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015  aunt    おば

My aunt and uncle live in Osaka.
私のおじとおばは　大阪に住んでいます。

016  autumn  秋
Leaves change color in autumn.
木の葉は　秋に色づきます。

017   beetle   カブトムシ

Beetle is a small insect.
カブトムシは　小さな昆虫です。

018   belong   所属する

That bag belongs to him.
あの　かばんは彼のものです。

019   bench   ベンチ

They sat on a bench in the park.
彼らは公園のベンチにすわった。

020  bicycle   自転車

I ride father's bicycle.
私は　父の自転車に乗ります。

021   bird    鳥
My sister has a bird.
私の妹は　鳥を飼っている。

022   boil     沸かす　ゆでる　煮る　沸騰する　沸く

The water is boiling.
水が沸いています。

023    break    こわす　壊れる

Ken will break the glass.
けんは　そのガラスを壊すでしょう。 

024     bring    持ってくる

Bring your brother with you.
あなたの弟さんを　いっしょに連れてきなさい。

025    busy    忙しい

Are you busy now?
あたなは今　いそがしいですか？

026   cattle    （集合的に）牛（複数扱いです）

We keep cattle on our farm.
私たちは牧場に牛を飼っています。

027    change   変える　乗り換える

Let's change the subject.
話題を変えましょうか

028   chicken   ニワトリ　鳥肉

We raise chickens in our school.
私たちは学校で　にわとりを飼っている。

029    child    子供
I was weak when I was a child.
私は　子供のころ体が弱かった。
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030      cry    泣く　さけぶ

The children were crying from hunger.
その子供たちは　お腹をすかせて泣いていた。

031   dangerous    危険な　危ない

It is dangerous to drive too fast.
スピードを出しすぎる運転は危険です。

032    discover    発見する

I discovered that her story was not true.
私は　彼女の話がほんとうではないとわかった。

033     discuss     話し合う

We discussed the matter.
私たちは　そのことについて話し合った。

034     discussion     議論　話し合い

We had a long discussion about student violence.
私たちは生徒の暴力について　長い間議論をした。

035   door  ドア　扉

There is someone at the door.
ドアのところに誰かがいます。

036    down    下へ　～を下って　～にそって

The sun goes down in the evening.
太陽は夕方に沈みます。

037   dress    服　ドレス   衣服を着せる  着る

She has a lot of dresses.
彼女はドレスをたくさんもっている。

Jane dressed her little sister.
ジェーンは　妹に服を着せた。

038   drink  飲む　飲酒する

Let's drink to our success.
われわれの成功を願って乾杯（お酒をのみましょう)。

039    drive   運転する

My father drove me to the airport.
私の父は　私を空港まで(車で)送ってくれた。

040   drop   落とす　落ちる

The apple dropped from the tree.
そのりんごは　木から落ちた。

041   dry    乾いた　乾かす

In winter the air is dry.
冬には　空気は乾燥している。

042   each    それぞれ(の)

Each man has his own name.
それぞれの人には　それぞれの名前がある。

043    ear    耳
A rabbit has long ears.
うさぎには　長い耳がある
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044    early    早く　早い

I got up early this morning.
私は　けさ早く起きた。

045   eighteen    18（の）

My sister is eighteen.
私の姉は　18歳です。

046   end    終わり　終わる

He ended his speech with a smile.
彼は　ほほえみながら話を終えた。

047   famous   有名な

This park is famous for its cherry blossoms.
この公園は　桜の花で有名です。

048    far     遠くに

Is the station far from here?
駅は　ここから遠いですか？

049    farm    農場
He is working on a farm.
彼は　農場で働いています。

050   fast    速い　速く

Can you throw a fast ball?
あなたは　速い球を投げられますか? 

051    fear    恐怖　不安　恐れる　怖がる

He did not fear the fire.
彼は　火を恐れなかった。 

052     fresh       新鮮な

The air was fresh and cool.
空気は　さわやかでひんやりしていた。

053      game      試合　ゲーム

Do you know how to play this game?
あなたは　このゲームのやり方を知っていますか？

054     gas     ガス　気体

Turn off the gas before you go out.
外出する前に　ガスを消しなさい。 

055    gate     門
I'll meet you at the park gate.
公園の入り口で会いましょう。 

056     gentle    優しい　おだやかな　静かな

Mrs.Smith has a gentle heart.
スミスさんは　優しい心をもっています。

057    get    手に入れる　得る　取ってくる　もらう　受け取る　着く

I will get my umbrella.
私は かさを取ってきます。
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058　gift　　贈り物

Here is a little gift for you.
はい、あなたへのささやかな贈り物です。

059　　girl　　女の子

Lucy is an Australian girl.
ルーシーはオーストラリア人の少女です。

060　　give　　与える　あげる

Please give me your test papers.
どうぞ　答案用紙を出してください。

061　　glad　　うれしい　喜んでいる

I'm glad to hear that.
私はそれを聞いてうれしかった。

062　　glass　　コップ　ガラス

Ken will break the glass.
けんは　そのガラスを壊すでしょう。

063　　glove　　手袋　グローブ

She put on her gloves.
彼女は　その手袋をはめた。

064　　grow　　成長する　育てる

Potatoes grow well here.
ここではジャガイモは　よく育つ

065　　hang　　掛ける　吊るす

I hung the picture on the wall.
私は　その絵を壁に掛けた。

066　　hunger　　空腹

The children were crying from hunger.
その子供たちは　お腹をすかせて泣いていた。

067　　important　　重要な　大切な

English is a very important language.
英語は　たいへん重要な言葉です。

068　　impossible　　不可能な　実現できない

It is impossible to finish this homework.
この宿題を終わらせるのは不可能です。

069　insect　　　昆虫　こん虫

Beetle is a small insect.
カブトムシは　小さな昆虫です。

070　interest　　興味　関心（を起こさせる）

I have no interest in sports.
私は　スポーツには興味がありません。

071   interested   興味をもった

I am very interested in soccer.
私は　サッカーにたいへん興味があります。 
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072   interesting   おもしろい

He told us an interesting story.
彼は私たちに面白い話をしてくれた。

073   island  島
Kyushu is part of the Japanese Islands.
九州は日本列島の一部です。

074   job     仕事
She has a job as a secretary.
彼女は　秘書として仕事をしている。

075    joke    冗談（をいう） ふざける

Tom told a good joke then.
トムは　そのとき　よい冗談をいった。

076  law   法律
My father studied law at the college.
私の父は　大学で法律を学んだ。

077   movie   映画
We often go to a movie on weekend.
私たちは　週末によく映画を見に行く。

078    nail   爪　つめ

Baby often bite nails.
赤ん坊は　しばしば爪をかみます。

079   narrow    狭い　せまい

There are many narrow roads in my town.
私の町には　多くのせまい道があります。

080   natural   自然の

It is natural that you think so.
あなたが　そのように考えるのは当然です。

081   near    ～の近くに

Christmas is near at hand.
クリスマスは　もうすぐです。

082   need    必要とする 　需要

We need their help in the school.
学校で私たちは彼らの助けを必要としている。

083    once    １度(かつて)

Jane has a piano lesson once a week.
ジェーンは　１週間に一度ピアノのレッスンがあります。

084    only     ただ～だけ　ただ１つの

I have only one racket.
私は　たった１つのラケットしか持っていない。

085   open     開く　開いた

Open your textbook on the desk.
机の上の　テキストを開きなさい。

086    opinion   意見　考え　思考

In my opinion he is wrong.
私の考えでは彼は間違っている。
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087    paint    描く　色を塗る

Who painted this picture?
この絵は誰が描いたものですか？

088    read    読む

Tom reads comic books every day.
トムは毎日マンガを読んでいる。

089    ready   用意ができた

I am ready for summer.
私は夏の準備ができている。

090  reason      理由
Do you want to know the reason?
あなたは　その理由について知りたくありませんか？

091   receive   受け取る

I received your letter from London.
私は　あなたのロンドンからの手紙を読みました。

092   road    道路
There are many narrow roads in my town.
私の町には　多くのせまい道があります。

093   smile    ほほえむ

He ended his speech with a smile.
彼は　ほほえみながら話を終えた。

094    song    歌
We sang a old folk song together yesterday.
私たちはきのう　いっしょに古い民謡を歌いました。

095    summer    夏
I am ready for summer.
私は夏の準備ができている。

096    time   時　時間

It is time to go bed.
もう寝る時間です。

097   tired    疲れた

He looked very tired.
彼は　とても疲れて見えました。

098    together   いっしょに

We sang together yesterday.
私たちはきのう　いっしょに歌いました。

099   tomorrow   明日(は)

He will leave here tomorrow.
彼は　明日ここを出発します。

100   toy    おもちゃ　玩具

The children were playing with their new toys.
子供たちは彼らの新しいおもちゃで遊んでいた。

101    trip   旅行

We went to Nara on a school trip.
私たちは　修学旅行で奈良に行った。
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102   trouble   心配　面倒　トラブル

Are you having any trouble?
何かお困りですか？

103    try    やってみる　試す

Young people always try new things.
若い人は　つねに新しいことを試みる。

104  umbrella    かさ　傘

I will get my umbrella.
私は かさを取ってきます。

105   wrong     間違った　悪い

In my opinion he is wrong.
私の考えでは彼は間違っている。
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UNIT4
001  add   加える

You can do it easily. He added.
君なら簡単にできるよ　と彼は付け加えて言った。

002    003   almost  ほとんど

He almost left his notebook on the train.
彼は　あやうく電車にノートを置き忘れるところだった。

Almost all the children like cake.
ほとんどすべての子供は　ケーキが好きです。

004  also   ～もまた

I know Kenji,and I also know his sister.
私はけんじ君を知っています。彼の妹も知っています。

005   among   ～の中に　～の間に

We saw a big house among the trees.
私たちは　木立の中に大きな家を見つけた。（があった）

006   anything   何か　何も

Anything will be OK.
何でも　かまいませんよ。

007  around    ～のまわり　あちこちに

He looked around and found a something.
彼は　あたりを見回して、何かを見つけた。

008    arrive   到着する　着く

The train arrived here ten minutes ago.
電車は 10 分前に　ここへ着いた。

009   artist   芸術家
He wants to be an artist.
彼は芸術家になりたがっている。

010   as    と同じくらい　～のように　として

My uncle gave me a camera as birthday present.
私のおじは誕生日のおくりものとしてカメラをくれた。

011    asleep   眠って

Please go out of the room, while the baby is asleep.
赤ん坊が眠っている間に　どうぞ部屋から出てください。

012   awake   眼が覚める　眼が覚めて

Tom awoke one morning and had a breakfast for himself.
トムはある朝起きて、自分で朝食をとった。

013   away  あちらへ　はなれて

He lives two miles away.
彼は　２マイルはなれた場所に住んでいる。

014   bank   銀行

She put a large sum of money in the bank.
彼は　ばく大なお金を銀行に預けた。

015   bear   母親が子を生む  耐える

I was born in Saitama in 1999.
私は　1999 年に埼玉で生まれた。
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016  because   なぜなら～だから

Ken is sick because he ate too much.
けんは　たくさん食べ過ぎたので具合が悪い。

017  become   ～になる

After the meeting they became good friends.
会合のあと、彼らはよい友達になった。

018   beside   ～のそばに

Won't you sit beside me?
私のそばに座りませんか？

019   between   (2 つ)の間に(の)

There is an orange between desk and chair.
机とイスの間に　オレンジが１つあります。

020 black-board  黒板
Write your name on the black-board.
黒板に自分の名前を書きなさい。

021  blood  血
Giving blood helps other people.
献血は　他の人々を助けることになる

022   blow   （風が）吹く

The wind is blowing hard now.
今　風がたいへん強く吹いている。

023  blue  青(い)

Mike turned blue from the cold.
マイクは寒さのために　青くなった。

024   bone   骨
John broke a bone in his left leg.
ジョンは左足の骨を折った。

025   026  both    両方（の）   

I don't need both cars.
私は　両方の車を必要としているわけではありません。

Both her parents are teachers.
彼女の両親は　両方とも先生です。

027  bottom  底　一番下　 下部

Taro looked at the bottom of the cup.
太郎は　カップの底を見た。

028   brave    勇敢な　ゆうかんな  勇ましい

He is always brave player.
彼は　常に勇敢な選手です。

029  burn   燃える

The candles are still burning.
ロウソクはいまだに燃え続けています。

030  buy   買う

My father bought me a dog.
私の父は　私に犬を買ってくれた。
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031   call   呼ぶ　　～に電話する

I'll call you again later.
またあとで電話します。

032  camera   カメラ

My uncle gave me a camera as birthday present.
私のおじは誕生日のおくりものとしてカメラをくれた。

033  care  注意　世話　　気にする　かまう　心配する　(否定/疑問文で) 好む

He didn't care the school festival.
彼は　学校の文化祭は気にかけなかった。

034   catch   つかまえる　間に合う

The police will catch the thief soon.
警察はそのドロボウをすぐに捕まえるでしょう。

035   center   中心　まん中

Our school is in the center of the city.
私たちの学校は　市の中心にある。

036  cheap  安い

Eggs are cheap at that store.
あの店では　卵は安いです。

037  038  choose   選ぶ
She chose a tie for her father.
彼女はお父さんにネクタイを選んだ。

Choose your friends carefully.
友達は　注意して選びなさい。

039   citizen   市民
She is an American citizen but lives in Japan.
彼女はアメリカ市民ですが　日本に住んでいます。

040   cut   切る

Mike cut his finger with a knife yesterday.
マイクは昨日ナイフで手を切った。

041   dance   踊り　踊る

When he heard the news the man danced with joy.
彼がニュースを聞いたとき その男は喜んで飛び上がった。

042   different   違った　異なった

Red and white are different colors.
赤と白は　異なる色です。

043  example   例
Can you give me an example?
例を１つあげられますか？

044   excuse   許す

Excuse me,but could you tell me the way to the station?
すいませんが　駅までの道のりを教えてくださいますか？

045   family   家族
There are only thirty families in this village.
この村には　わずか 30世帯しか住んでいない。
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046   feel    感じる

Did you feel the earthquake last night?
昨夜　地震を感じませんでしたか？

047   fight   戦う　戦い

Two boys were fighting in the room.
部屋で２人の少年がけんかをしていました。

048   find    見つける

Where did you find that money?
あのお金は　どこで見つけたのですか？

049   fine   すばらしい　元気な　晴れた

There is a fine park near my house.
私の家の近くには　すばらしい公園があります。

050   finish    終える　終わる

The meeting started at ten and finished at eleven.
会議は 10 時に始まり 11 時に終わった。

051   fond   (be fond of ～で)～が好きだ

Ken is fond of playing guitar on the street.
けんは　路上でギターを弾くことが好きです。

052  free   自由な　ひまな

Will you be free next Sunday?
来週の日曜日は　ひまですか？

053   fruit   くだもの

Is a tomato a fruit or a vegetable?
トマトは　果物ですか　それとも　野菜ですか？

054  happy   幸福な　楽しい

I am happy when I'm with you.
あなたといっしょにいるときは　楽しいです。

055  hard    一生懸命に　熱心に 困難な　むずかしい

It is hard for me to swim across the river.
この川を泳いでわたるのは私にはむずかしいです。

056  head   頭
Mike has a cap on his head.
マイクは頭に帽子をかぶっています。

057   058   hear   聞く　聞こえる

I heard the news this morning.
私はそのニュースをけさ知りました。

Speak more loudly. I can't hear you so well.
もっと大きな声で話して。あなたの言うことが聞こえません。

059  heart   心　心境

She has a warm heart.
彼女は　やさしい心の持ち主です。

060  hope   望む　期待する

Do we have any hope?
我々には　望みはありますか？
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061   idea   考え　思いつき

Do you have any idea?
なにかお考えはありますか？

062  ill    病気で（の）

She became ill last month.
彼女は　先月病気になりました。

063  illness   病気

I was absent because of illness.
私は病気で　欠席しました。

064   Japanese   日本の　日本人（語）の　日本人　日本語

Do you like Japanese food?
日本食はお好きですか？

065   join   加わる　参加する

My brother joined the soccer club of our school.
私の弟は　学校のサッカークラブに入った。

066  joy  喜び　歓喜

When he heard the news the man danced with joy.
彼がニュースを聞いたとき その男は喜んで飛び上がった。

067   jump   とぶ
My dog can jump over a fence.
私の犬は　フェンスを飛びこえることができます。

068  junior   年下の　子供の年少者

He's a junior high school student now.
彼は　今　中学生です。

069   070   just   ちょうど　たった今

He just caught the train for Tokyo.
彼はかろうじて東京行きの電車に間に合った。

It is just twelve o'clock.
今　ちょうど 12 時です。

071   knit   編む　編み物をする

She knitted a sweater for her husband.
彼女は夫のために　セーターを編んだ。

072   large   大きい　広い

Chinese has a large population.
中国はたいへん人口が多い。

073   lay   置く　横にする　敷く

She laid the baby on the bed.
彼女は赤ん坊をベッドに寝かせた。

074  lead  導く

The guide led me to a small house.
案内人は私を小さな家へ案内してくれた。

075  leaf   （木の）葉

The leaves of some trees turn red in fall.
秋になると　ある種の木の葉は赤くなる。
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076   learn   学ぶ　習う

He learned a lot of things from internet.
彼は　インターネットから　多くのことを学んだ。

077   let   ～に・させる

Teachers didn't let me go out.
先生たちは　私を外出させなかった。

078   lie   横になる

Yesterday Sachiko was lying on the Sofa in this room.
昨日　サチコは　この部屋でソファーに寝ころんでいた。

079 　 life  生活　生命

Beethoven's life was very short.
ベートーベンの生涯はたいへん短かった。

080 　 light  光　明かり　明るい

Will you give me a light,please?
タバコの火を貸してくださいませんか？

081   lose  なくす　負ける

I lost my key at the store but my father found it yesterday.
私はお店でかぎをなくしてしまいましたが、父が昨日見つけてくれました

082   loud  （声などが）大きい

Turn it down. It's too loud.
音を小さくしろ。　うるさすぎるよ。

083  mean  意味する

What does this word mean?
この単語はどういう意味ですか?

084  meaning   意味
What is the meaning of this sentence?
この文章の意味は何ですか?

085   moon  月
The moon goes around the earth.
月は太陽の周りをまわる。

086   parent   親
Both her parents are teachers.
彼女の両親は　両方とも先生です。

087   popular   人気のある

This is very popular TV game in Japan.
これは　日本でたいへん流行っているテレビゲームです。

088   problem    問題
John has a problem with his eyes.
ジョンは目に問題をかかえている。

089   quickly   すばやく

My mother made dinner quickly.
私の母は　すばやく夕食のしたくをした。
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090  real    本当の

Is this ring real gold?
このリングは　本物の金ですか?

091   really    ほんとうに

Do you really think so?
ほんとに　そのように思いますか?

092    remember    思い出す

Do you remember me?  Of course.
私を覚えていますか？　もちろんです。

093   sleep    眠る　眠り

Did you sleep well last night?
昨夜はよく眠れましたか？

094    sleepy   眠い

I am very sleepy this morning.
私は　けさ　たいへん眠いです。

095    steal    盗む

The boy sometimes stole money from the box.
少年はときどき　その箱からお金を盗んでいました。

096    storm   嵐　あらし

The train stopped because of the storm.
電車は　嵐のために止まった。

097   straight     まっすぐに

There is a straight road in front of the building.
このビルの前には　まっすぐな道があります。

098    stranger    見知らぬ人　不案内な人

A stranger spoke to me on the street.
見知らぬ人が　通りで私に話しかけてきました。

099   study    勉強する

What subjects are you studying at school?
学校では　なんの科目を勉強していますか？

100    subject     教科
What subjects are you studying at school?
学校では　なんの科目を勉強していますか？

101   talk     話す

You talk just like my mother.
私はまるで母親のようなことを言いますね。

102  thank    感謝する

I thanked my uncle for his present.
私は　おじにプレゼントのお礼を述べた。

103  104   travel    旅行(する)

My sister traveled around world.
私の姉は　世界中を旅行しました。

Did you enjoy your travels in Europe?
ヨーロッパ旅行は楽しかったですか？
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105    turn     まわす　曲がる　順番

Mike turned blue from the cold.
マイクは寒さのために　青くなった。

106    wash    洗う

My father washes his car on Sunday.
私の父は　日曜日に車を洗います。

107   weather   天気　天候

How is the weather in Kyoto today?
京都の今日の天気は　いかかですか？

108    write    書く

Kumiko wrote him a letter last year.
昨年　久美子さんは　彼に手紙を書きました。
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UNIT5
001   address    住所

Did you write down his mail address on this paper? 
あなたは彼のメールアドレスをこの用紙に書きましたか？

002   adventure    冒険
His life was full of adventures.
彼の人生は冒険でいっぱいだった。

003    agree    同意する

Teacher did not agree to our plan.
先生は　私たちの計画に承諾してくれなかった。

004    angry    怒った

English teacher got angry with me in the class. 
英語の先生は授業中に私をおこりました。

005    behind    ～の後ろに

Our train is ten minutes behind schedule.
我々の電車は　予定より 10 分遅れいている。

006    best    もっともよい　もっともよく

Alice can sing the best in her class.
アリスはクラスで一番上手に歌を歌うことができます。

007     better    よりよい　よりよく

Your bike is better than mine.
あなたのバイクは私のよりもよいです。

008    borrow    借りる

Can I borrow this pen?
このペンを借りてもいいですか？

009    broad    広い　　幅がある

Our teacher has a broad mind.
私たちの先生は　寛大な心の持ち主です。

010    brush　　　ブラシ（をかける）

Have you brushed your teeth?
あなたは 歯磨きは済ませましたか？

011    by　　　～によって  何々の近くで　何々のそばで

Will you come and sit by me?
こちらに来て私のそばに座りませんか？

012    calling　電話したこと　招待　召集

Thank you for your calling. You're welcome. 
お電話ありがとう。　どういたしまして。

013    care　　注意　世話   気にする　かまう　心配する　(否定/疑問文で) 好む

I don't care for cheese.
私は　チーズは好きではありません。

014    chair　　いす

This chair was made by my father.
このいすは　私の父によって作られました。
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015     church　　教会

I saw your mother on my way to church. 
私は　教会へ行く途中であなたのお母さんに会いました。

016     clean　　きれいにする　掃除する　　清潔な

This room was cleaned yesterday.
この部屋はきのう掃除されました。

017      climb  　 のぼる　登る

Have you ever climbed Mt. Akagi?
あなたは赤木山に登ったことがありますか？

018     company　　仲間　会社

The company built our house as soon as possible. 
会社は　私たちの家をできるだけ早く建設した。

019     computer　　コンピューター

Mike is able to use new computer. 
マイクは新しいコンピュータを使うことができます。

020      contest　　　コンテスト

I won first prize in the speech contest.
私は　スピーチコンテストで１等をとった。

021     continue　　続ける

This warm weather will continue for about a week.
この暖かい天候は１週間ぐらいは続くでしょう。

022     control　　～を支配する　支配　統制　管理

That dam controls the water in the river.
あのダムは川の水を調節しています。

023     copy　　コピーをとる　複写　コピー

I need five copies of this letter.
私はその手紙の写しが５つ必要です。

024     courage　　勇気

He showed great courage during battle.
彼は　戦いの間　すばらしい勇気を見せてくれた。

025    culture　　文化

They are interested in Japanese culture. 
彼らは　日本文化に興味をもっています。

026    dead　　死んだ　死んでいる

My grandfather have been dead these ten years.
私の祖父が死んでからもう 10 年になります。

027    death　　死

She was born after her father's death.
彼女は彼女のお父さんがなくなってから生まれた。

028    delicious　　おいしい　美味な　美味い

I was very glad to eat such delicious food. 
私はこんなおいしい食べ物を食べることができてうれしい。
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029    depend　　　頼る　依存する

Japan depends on foreign countries for oil.
日本は石油を外国に依存しています。

030    distance　　距離

The distance between the two cities is 13 miles.
その２つの町の距離は 13 マイルあります。

031     distant　　　離れた　遠い

He is a distant relative of mine.
彼は　遠い親せきです。

032      done　　do の過去分詞　　(be 動詞の次に使われて)  される　なされる

The work must be done today.
その仕事は　今日中になされなくてはならない。

033      earthquake    地震
In 1923 there was a great earthquake in Tokyo.
1923 年に　大きな地震が東京で起きた。

034     easier　　easy  やさしい　簡単なの　比較級

I think that English is easier than math.
私は　数学よりも英語のほうが易しいと思います。

035   eat　　食べる

Stop eating lunch and come to school right now. 
昼食を食べるのをやめて　すぐに学校に来なさい。

036   ever　　今までに

Have you ever seen the animal?
あなたはその動物を見たことがありますか？

037    example　　例

I like doing outdoor sports for example soccer rugby and baseball. 
私は　サッカーやラグビーや野球のような野外スポーツをすることが好きです

038   expensive　　高価な

Food is more and more expensive every week.
食料品ま毎週どんどん高くなっています。

039    explain　　説明する

Teacher explained the meaning of the word to the class.
先生はその単語の意味をクラスの生徒に説明した。

040    express　　表現する

Jim never expresses his feelings.
ジムは感情を表さない。

041    faster　　fast 速いの比較級

Tom can run faster than any other student in the class.
トムはクラスのほかの誰よりも早く走れます。

042     fastest　　fast 速いの最上級

Who can run the fastest in your class?
あなたのクラスで一番速く走れるのはだれですか？
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043    fill　　満たす　充満させる　あふれる

The bottle is filled with water.
ボトルは　水で満たされています。

044    find　　見つける

The lost child was found last night.
迷子の子供は　昨夜見つかった。

045    foot　　足

Do you go to school by bus or on foot?
あなたはバスで学校へ行きますか　それとも徒歩ですか?

046    forest　　森　森林

Helen lives in a great forest.
ヘレンは大きな森に住んでいます。

047  048   forget　　忘れる

Don't forget to call me tomorrow morning.
あなたは明日の朝　私に電話を忘れないでください。

I'll never forget meeting you ten years ago.
私は 10 年後でもあなたと会えた事を忘れません。

049    front　　正面　　前部

Tom was sitting in front of the TV.
トムはテレビの前に座っていました。

050    fun　　おもしろいこと

It is always fun to play cards.
トランプをするのはいつも楽しい。

051    handkerchief　　ハンカチ

She blew her nose in her handkerchief.
彼女はハンカチで鼻をかんだ。

052　053　health　　健康

Health is more important than any other thing.
健康は他の何事よりも大切なことです。

This man does not know the value of health.
この人は　健康の価値がわからない。

054　　heat　熱　熱気

The sun gives us light and heat.
太陽は我々に光と熱を与えてくれる。

055　　hole　　穴

You must mend the holes in your socks.
あなたは靴したの穴を修繕しなくてはなりません。

056　　hunt　狩る　狩をする

The prince enjoyed hunting in the woods.
王子は森で狩りをすることを楽しんだ。

057　　inch　　インチ　(長さの単位　約 2.54 センチ）

She is five feet four inches tall.
彼女は５フィート４インチの身長です。
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058　　invite　を招待する

Thank you for inviting me to the party.
私をパーティーに招待してくださってありがとう。

059　　language　　言葉　言語

One of the languages spoken in their country is French.
彼らの国で話されている言葉の１つはフランス語です。

060　　love　　　愛する　大好きだ　好む　愛

These songs are loved by young people.
これらの歌は　若い人に愛されています。

061　　lower　　　より低い　(低い　low の比較級)

This building is lower than that one.
この建物はあの建物より低い。

062    magazine　　雑誌

Who is that boy reading the magazine?
あの　雑誌を読んでいる少年はだれですか？

063    mail　　郵便  手紙を出す

I have been there to mail a letter.
私は手紙を出しにいってきたところです。

064   march　　行進（する）

We marched around the stadium.
私たちは競技場へ行進した。

065    mend    　直す　修繕する　改める

It is never too late to mend.
行いを改めるのに遅すぎることはありません。（ことわざ）

066    most　　最も　一番　ほとんどの　たいていの

Kyoto is one of the most famous cities in Japan.
京都は日本で最も有名な都市の１つです。

067   move　　動かす　引っ越す

We went to a movie and she was moved to tears.
私たちは映画を見に行った。そして彼女は感動して涙を流した。

068    name　　名前　　名づける

The rabbit was named Shiro by us.
そのウサギは私たちによってシロと名づけられました。

069    other　　他の　別の

We have no other choice.
私たちには　そのほかにどうしようもない。

070    paint　　描く　色を塗る

I like these pictures painted by Tom.
私は　トムによって描かれたこれらの絵が好きです。

071    possible　　可能な　できる

Come home as soon as possible.
できるだけ早く家に帰りなさい。
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072    see　　　を見る　に会う

Do you know him? Let's me see. Oh! he is Tom.
彼を知っていますか？　ええっと。　ああ　トムだ。

073    seen　　see の過去分詞　　be 動詞または have の後に用いられる

I've never seen such a big dog before.
私はあんな大きな犬　以前に見たことがありません。

074    shorter  より短い　もっと短い　(short の比較級)

February is shorter than January.
2月は１月よりも短い。

075    smallest　　small の最上級　　最も小さい

Australia is the smallest continent in the world.
オーストラリアは　世界でもっとも小さな大陸です。

076    smart　　りこうな

She is smart enough to solve this question.
彼女は賢いのでこの問題を解くことができます。

077     smell　　におい（がする）におう

There was a strong smell of gas in the room.
部屋には　強いガスの臭いがしていた。

078     smoke　　煙 　喫煙（する）　タバコを吸う

There is no smoke without fire.
火のない所には煙は立たない。（火があるから煙が立つ）

079     sorry　　すまなく思って　気の毒に思う

The teacher was sorry for the sick child.
教師は病気の子供を気の毒に思った。

080     sound　　　～に聞こえる　音

Just then I heard the sound of bells.
そのとき　私はベルの音を聞きました。

081   082    speak　　話す

Don't be afraid of making mistakes in speaking English.
英語で話すときに間違いを恐れてはいけません。

English is spoken all over the world.
英語は世界中で　話されている。

083    speech　　スピーチ　演説

He continued his speech for two hours.
彼は２時間も演説を続けた。

084     spend　　金を使う　時を過ごす

Bob has spent all his money on the shop.
ボブはそのお店ですべてのお金を使ってしまった。

085     strange　　奇妙な　不思議な　見知らぬ　不案内な

It's strange you've never met him.
あなたが彼に会ったことがないなんておかしな話だ。

086      stream　　小川　流れ　液体などの流れ　流れる　流れ出る

This stream of cars is known to everyone.
この車の流れは　みんなに知られている。
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087    succeed　　成功する

At last we succeeded in catching big mouse.
ついに私は　大きなネズミを捕まえることに成功した。

088    suddenly　　突然　急に

The train stopped at the station,suddenly he had an idea.
列車は駅で突然止まりました。そのとき急に彼にはいい考えが浮かびました。

089     sure　　もちろん　確信して　確かな　確実な　きっと～

Are you sure about this story?
この話は　確かな話なのですか？

090    surprise　　驚かす  おどろき　驚嘆

My mother looked at me with surprise.
母は私を見て驚きました。

091    teach　　教える

We are taught English by Mr. Brown.
私たちは　ブラウンさんに英語を教わっています。

092    touch　　さわる　手触り　感触

Don't touch these paintings.
これらの絵画にはお手を触れないでください。

093    traffic　　交通

We were late because of traffic accident.
私たちは交通事故のために遅くなりました。

094    trouble　　心配　面倒　トラブル

Don't laugh at a person who is in trouble.
困っている人を笑ってはいけません。

095    turn　　まわす　曲がる　順番

Please turn on the radio soon.
すぐにラジオをつけてください。

096    twice　　２度　２倍

He has twice as many books as I have.
彼は私の持っている本の２倍の本をもっています。

097     vacation　　休暇　休み　長期休暇

They were looking forward to the summer vacation.
彼らは　夏休みを楽しみにしていました。

098     warm　　暖かい　(心の)温かい

It is warm enough to swim today.
今日は暖かいので　泳ぐことができます。

099     warmer　　warm の比較級　より暖かく

It is getting warmer and warmer.
だんだん暖かくなってきています。

100    wish　　願う　願い

I wish to become a doctor.
私は医者になりたいと思う。
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101    without　　～なしに(で)

Why did she leave without saying goodbye?
彼女はなぜさよならも言わずに立ち去ったのだろうか？

102   103 　　wonder　　不思議（に思う）

I wonder why you were not hurt.
私は　あなたがよくけがをしなかったものだと不思議に思う。

When I saw the Grand Canyon,I was filled with wonder.
私はグランドキャニオンを見たとき　驚きの念でいっぱいになった。

104    wood　　木材

I suppose the desk is made of wood.
私は　その机は木材で作られていると思う。

105    worry　　心配させる　心配する

"Don't worry, Jane will come here." said Mike at once.
心配しないで　ジェーンはここにくるよ。とマイクはすぐに言った。

106    worse　　より悪い　(bad の比較級)

The weather is worse than it was yesterday.
天候は昨日よりも悪い状態になっています。

107    worst　　最も悪い　最悪の（bad の最上級）

This is the worst mark I have ever gotten.
これは　今まで私が取ったもっとも悪い点数です。

108    written　　write (書く）の過去分詞

I got a letter written in French.
私は　フランス語で書かれた手紙を受け取った。

109    writer　作家
This story was written by famous writer.
この物語は　有名な作家によって書かれました。
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UNIT6
001   accident　　事故　偶然の出来事

I was very surprised to hear about the accident.
私はその事故のことを聞いてたいへん驚きました。

002   advice　　アドバイス　助言　advise →　助言する

He asked me for some advice.
彼は私にいくつか助言をしてくれた。

003    agree　　同意する

We all agree on the plan.
私たちはみな　その計画に賛成しました。

004    blossom　　花

Cherry blossoms will soon come out in this park.
この公園の桜は　まもなく開花するでしょう。

005    business　　仕事

My father goes to china on business.
私の父は商用で　中国に行く。

006    carry　　運ぶ　持ち歩く

It is easy to make a plan but difficult to carry it out.
計画をするのは簡単だが、それを実行するのは困難です。

007    cold　　寒い　冷たい　かぜ

She has a bad cold today.
彼女は本日ひどいかぜをひいている。

008   coming　　会うこと　来ること　come 来るの現在分詞

Let's get together again this coming Friday.
次の金曜日に　再び会いましょう。

009   communicate　　通信する　意思を伝え合う

Because of internet we can communicate with people far away.
インターネットのおかげで私たちは遠く離れた人々と意思を通じることができる。

010    cover　　　おおう

The mountains were covered with snow.
山々は雪でおおわれていました。

011    difficult　　難しい

This book is too difficult for me to read.
この本は私には　難しすぎて読むことができません。

012    enough　　必要なだけ(の) 十分な

It is warm enough to swim in the river today.
今日は川で泳げるほど暖かい。

013    even　　～でさえ

Even if it is frog I'm going to eat that.
たとえそれがカエルでも、私はそれを食べるつもりです。

014    everyone　　だれでも　みんな

The fact is known to everyone.
その事実は皆に知られています。
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015    exam   試験　検査　　　　= examination の略型
I made three mistakes in the entrance exam.
私は入学試験で３つ間違えました。

016   fact　　事実

The fact is known to everyone.
その事実は皆に知られています。

017    festival　　祭り

We were very busy with the school festival.
私たちは文化祭でとても忙しかった。

018    future　　未来

I want to be a doctor in the future.
私は将来は医者になりたいです。

019    gesture　　身振り

What do these gestures mean?
これらの身振りの意味はなんですか？

020    grape　　ぶどう　葡萄

We know that wine is made from grapes.
我々は　ワインがブドウから作られることを知っています。

021    grass　　草

The place was covered with green grass.
その場所は青い草で覆われていました。

022    gray　　灰色（の）

He is always dressed in gray.
彼はいつも灰色の服を着ています。

023    grow　　成長する　育てる

I want to be a baseball player when I grow up.
私は大きくなったら野球選手になりたいです。

024    guard　　見張り番　見張る　守る

A guard is standing at the entrance of this tower.
この塔の入り口には　見張りが立っている。

025     guest　　客

There are plenty of guest in the room.
その部屋には　たくさんのお客さんがいます。

026     guide　　案内人　案内する

He acted as our guide when we toured the city.
彼は　私たちが町を旅しているときに案内人として行動してくれた。

027     happen　　起こる

Do you happen to know his phone number?
あなたは　たまたま彼の電話番号を知りえたのですか？

028     health　　健康

First of all you must take care of your health.
何よりもまず　あなたはあなたの健康に注意しなくてはなりません。
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029     heart　　心　心境

I learned the poem by heart.
私はその詩を暗記しました。

030     heavy　　重い　激しい

This book is too heavy for me to lift.
この本は私には重すぎて　持ち上げることができない。

031    hide　　かくす　　隠す

She is hiding something from me.
彼女は私に何かを隠しています。

032     higher　　high （高い）の比較級　　より高い

I think that mountains are higher than hills.
私は　山は丘より高いと思います。

033     highest　high （高い）の最上級　　　もっとも高い

Mt. Fuji is the highest mountain in Japan.
富士山は　日本で最も高い山です。

034     hold　　を手に持つ

This good weather won't hold for long.
この天候はあまり長く続かないでしょう。

035     hospital　　病院　医院

My husband is in sick in bed at that hospital.
私の夫は　あの病院に病気で入院しています。

036     hottest　　hot の最上級　最も暑い　最も熱い

Summer is the hottest season of the year.
夏は１年で最も暑い季節です。

037     hurry　　急ぐ

You don't have to eat in a hurry.
あなたは　あわてて食べる必要はありませんよ。

038     indeed　　実に　本当に

It is very hot indeed.
本当に暑いですね。

039     industry　　　産業

This city is famous for the car industry.
この町は自動車産業で有名です。

040   041  instead　　その代わりに

I couldn't go,so my mother took my brother instead.
私はいけなかったので　母は弟を代わりに連れて行った。

I used the pencil instead of a pen.
私はペンの代わりに鉛筆を使いました。

042     interesting　　　おもしろい

The story became more and more interesting.
物語は　どんどん面白くなっていきました。

043     join　　加わる　参加する

Why don't you join our camp.
私たちのキャンプに参加しませんか。
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044     judge　　　判断する　裁判官

Don't judge a person by his looks.
容ぼうから　その人を判断してはなりません。

045     known　　　know の過去分詞

The fact is known to everyone.
その事実は皆に知られています。

046  047  large　　大きい　広い

This machine is three times as large as that one.
この機械は　あの機械よりも３倍大きい。

Australia is twenty times as large as Japan.
オーストラリアは　日本の 20倍の広さです。

048     late　　{形}遅い　遅れた　{副}遅く　遅れて

Don't be late for the next meeting.
次回の会合には　遅れないでください。

049     lay　　　置く　横にする　敷く

Tom laid his coat over the chair.
トムはコートをいすの上にかけた。

050   learn　　学ぶ　習う

Have you learned to use the new machine?
あなたはもう新しい機械を使えるようになりましたか。

051     leave　　去る　出発する

We will leave for America at the end of this month.
私たちは今月末にアメリカへ出発します。

052     less　　より少ない

I have less money than Kenji.
私は健二よりお金をもっていない。

053     little　　少量の　すこしの

My father gave me a little money.
父は私に少しのお金をくれました。

054     longer　　long の比較級　より長い

Because of going college my brother no longer lives in this town.
私の兄は大学へ行ったので、もはやこの町には住んでいない。

055     machine　　機械

Don't touch the machine. I see.
機械にはさわらないでください。わかりました。

056    manner　　（複数で）行儀

Her manner of speaking is funny.
彼女の話し方は　おもしろいです。

057    marry　　結婚する

They got married to a rich man.
彼らはお金持ちと結婚した。

058    matter　　事柄　問題

What's the matter. No,nothing. Thank you.
どうしたのですか。　なんでもないよ。ありがとう。
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059    meal　　　食事

We have three meals a day.
私たちは　１日に３度食事をします。

060    mistake　　誤り　誤解する

I made three mistakes in the entrance exam.
私は入学試験で３つ間違えました。

061    mountain　　　山

The mountains were covered with snow.
山々は雪でおおわれていました。

062    next　　次の

There were high-school student sitting next to me.
私のとなりに高校生が座っていました。

063     noise　　物音　騒音

Don't make a noise.  I am studying.
さわがないでくれ、私は勉強をしています。

064    opinion　　意見　考え　思考

My opinion is different from yours.
私の意見はあなたのものと違います。

065    order　　注文（する）

I ordered him to go out of the room.
私は彼に部屋から出て行くように命じた。

We went to Paris in order to study music.
私たちは音楽の勉強のためにパリへ行きました。

May I have your order please?
ご注文をおうかがいしますが？

068     pair　　１組

Mother bought me a pair of shoes.
母は１足のくつを買ってくれました。

069    past　　過去（の）　～を過ぎて

He came home at half past five.
彼は５時半に帰ってきた。

070     peace　　　平和

The olive branch stand for peace.
オリーブの枝は　平和を表します。

I loved the peace and quiet of my hometown.
私はふるさとの安らぎと静けさが好きです。

072     pencil　　　えんぴつ

I used the pencil instead of a pen.
私はペンの代わりに鉛筆を使いました。

073    pick　　　つむ　選ぶ

The man picked up the paper from the floor.
その男は　床から紙を拾い上げた。

074    piece　　　１つ    一片

Please give me a piece of paper.
紙を 1枚　私にください。
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075     076   plane　　飛行機

The plane took off on time.
その飛行機は時刻どうりに飛び立った。

This plane flies between Tokyo and Osaka.
この飛行機は東京と大阪の間を飛びます。

077    please　　どうぞ　　　～を喜ばせる　( be pleased with ～）受身形で　～を喜ぶ

She is pleased with her new shoes.
彼女は新しいくつを気に入っています。

078     practice　　　　練習　　　　練習する

Ken was absent from baseball practice.
けんは 野球の練習を休みました。

079     present　　贈り物　プレゼント

Kumiko was present at math class yesterday.
久美子さんは　昨日　数学の授業には出席してました。

080     progress　　進歩　進行　前進　進歩する

You are making very good progress in English.
あなたは英語がたいへん上達していますね。

081     promise　　約束（する）

I will keep my promise.
私は約束を守ります。

082    proud　　　誇りを持っている　　ほこらしげな

She is proud of her father.
彼女は　お父さんを誇りに思っています。

083     prove　　証明する　～だとわかる

They proved that he is honest.
彼らは　彼が正直者であることを証明した。

084     public　　公の　一般大衆

It is matter of public knowledge.
そのことは誰もが知っていることです。

085     purpose　　目的

What is your purpose in life?
あなたの人生の目的はなんですか？

086     rather　　かなり　～むしろ

He is lazy rather than foolish.
彼はおろかというよりは　なまけ者です。

087  088  refuse　　断る　拒絶する

The doctor refused our invitation to the party.
博士は私たちがパーティーへの招待したが断った。

He refused to give his name.
彼は名前を言うのを拒んだ。

089  090     regular　　規則正しい　一定の決まった

We must lead regular life.
私たちは規則正しい生活を送らなくてはならない。

English teachers have a regular meeting every Tuesday.
英語の先生たちは　火曜日に定例の会合があります。
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091 092     remember　　思い出す

Please remember to lock the door when you go out.
外出するときにはドアの鍵をかけることを忘れないでください。

I remember playing soccer with you last year.
私は昨年あなたといっしょにサッカーをしたことを覚えています。

093    respect　　　尊敬する

You should respect your father and mother.
あなたは　お父さんとお母さんを尊敬するべきです。

094    ride　　～に乗る

The students rode on a bus one after another.
生徒たちは　バスに次々と乗り込んでいきました。

095     sad　　悲しい

You look very sad. What's wrong?
さびしそうですね？　どうしたのですか？

096     safe　　安全な

Keep the money in a safe place.
お金を安全なところにしまっておきなさい。

097     science　　　科学　理科

We have to take two science classes.
私たちは理科を２科目とらなくてはなりません。

098     sea　　　海

We swam in the sea yesterday.
きのう私たちは海で泳ぎました。

099    season　　　季節

There are four seasons in a year.
1 年には４つの季節があります。

100     sheet　　１枚

He put a sheet of paper on the desk.
彼は１枚の紙を机の上に置きました。

101     since　　～(して)以来

They have been in Japan since last year.
彼らは昨年から　ずっと日本にいます。

102     snow　　雪（が降る）

The mountains were covered with snow.
山々は雪でおおわれていました。

103     society　　　社会

Our society made a speech about dinosaur.
私たちの協会は恐竜についての演説をしました。

104    spend　　金を使う　時を過ごす

My mother spent more money than usual at the store.
私の母は　その店でいつもより多くのお金を使いました。

105    sport　　スポーツ

I like sports such as tennis and swimming.
私はテニスや水泳などのスポーツが好きです。
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106     still　　　まだ

Are you still angry with me?
あなたは　まだ私に腹を立てていますか？

107     trip　　旅行

I must get ready for the trip.
私は旅行の準備しなくてはならない。

108     true　　　　本当の　真実の

One month later their dream came true.
一ヶ月後　彼らの夢は実現した。

109     twice　　　２度　２倍

I have been to Paris twice.
私は　パリへ２度行ったことがある。

110     understand　　　理解する

Someday you will come to understand him.
いつの日か　あなたは彼を理解するようになるでしょう。

111     word　　　単語

By the way Yuki, do you know the word "mailman"?
ところで由紀　mailman という言葉を知っていますか？

112    yesterday　　きのう(は)

I called on Mr. Bill yesterday.
私は昨日　ビル氏を訪問しました。

113     yet　　まだ(否定文)  もう(肯定文)

My teacher hasn't come to my class yet.
私の先生は　まだ授業に来ていません。

114     young　　若い　年下の

My mother looks young for her age.
私のお母さんは　年のわりに若く見えます。
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UNIT 7
001     above　　～の上に

Above all you need rest. 
とりわけ　あなたには休息が必要です。

The waterfall is a few miles above this bridge. 
滝はこの橋よりも　数マイル上です。

003     accept　（申し入れや提供などを）受け入れる　受け取る　受託する　適当と認める

Jim accepted our invitation.
ジムは　我々の招きを受け入れてくれた。

004     action　行動

Action speak louder than words.
行動は言葉よりものをいう。

005      active　　活動的な

Masao is an active child.
まさお君は　活発な子供です。
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006     activity　　活動

We have club activities next Monday.
私たちには今度の月曜日にクラブ活動があります。

007     actually　　実際は　本当は　事実は

He looked like a doctor. But actually he was not. 
彼は医者に見えますが、実際にはそうではなかった。

008     adult　　大人（の）

Adults are not always wiser than children.
大人は子供より　いつも賢いとは限らない。

009      against　　～対抗して

We could see the tower clearly against the blue sky. 
私たちは青い空を背景にしてはっきりと　その塔を見ることができました。

Everyone was against the plan. 
すべての人がその計画に反対した。

011     album　　アルバム

He has lots of stamps in his albums. 
彼はアルバムに多くの切手を集めている。

012     allow　　　許す

My parents never allow me to go out after dark.
私の両親は　暗くなってからは決して外出を許してくれません。

013     area　　地域

There aren't any police box in this area of the city.
この町のこの地域には交番がありません。

014      astronaut　　　宇宙飛行士

My little brother want to be astronaut in the future.
私の弟は将来は宇宙飛行士になりたがっています。

015      attention　　注意　(please をつけると　お聞きください　などと注意を喚起する)

Pay attention to your teacher. 
先生の言うことに注意を払いなさい。

Attention please. This plane arives in New York at 9 pm.
お知らせします。この飛行機は　午後９時にニューヨークに到着します。

017     begin　　始める　始まる

My school always begins at eight.
私たちの学校は　いつも８時に始まります。

018     beginner   初学者　初心者

This question is too difficult for a beginner.
この問題は　初学者には難しすぎる。

019     border　　国境　縁　境界

My friend went to a border town.
私の友人は　国境の町の方へ行った。

020     boring　　退屈な

It's so boring to spend the weekend alone.
週末を一人で過ごすのは　とても退屈です。
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021    calm　　落ち着いた　静かな　穏やかな

The sea became calm after the storm.
嵐のあと　海はおだやかになった

022     common    共通の　　共同の　　ありふれた　

These error are common to Japanese student.
これらの誤りは　日本人学生には共通のものです。

023     course  　進路　道筋　講座　学科　科目　１品（料理）

My sister is going to take a summer course.
私の妹は　夏期講習を受けるつもりです。

024     cycling   自転車乗り

Jack often go cycling to the mountain on weekend.
ジャックは　週末になるとよく山へサイクリングへ行きます。

025     develop　　開発する　発展する　　発達する　発育させる　

They developed new electric car.
彼らは　新しい　電気自動車を開発した。

026     destroy    破壊する

The typhoon destroyed all the house near the sea.
その台風は海の近くにある家を　すべて破壊した。

027    elevator   エレベーター

We always take elevator to fourth floor in this building.
私たちは　いつもこのビルのエレベータで４階まで乗る

028     environment   環境
We talked about environment in our town.
私たちは　自分の町の環境について話し合った。

029    feeling  感じ　感情(よく複数形になる）

If you don't care for it, you may hurt her feelings.
あなたが　気かけないのなら、彼女の感情を傷つけるかもしれませんよ。

030    fever   (病気の)熱　熱病　興奮状態　熱狂

She had a very high fever last night.
彼女は昨夜　たいへん高熱がでた。

031     flag     旗
The national flag of Japan was flying in the wind.
日本の国旗が　風になびいていました。

032     friendly   親しい　好意的な　友好的な

I think that people in this country is friendly.
この国の人々は　友好的であると思います。

033     freedom　　自由　解放

Most people in this country wanted freedom ten years ago.
10 年前は　この国のほとんどの人は自由を求めていた。

034     freeze　　凍らせる　凍る　こごえる　凍えさせる　　froze  frozen

This pond often froze in winter.
この池はしばしば冬には凍ります。

035     goal   （球技の）ゴール　　得点　　（努力）目標　目的地

My goal is to finish reading all these books.
私の目標は　これらの本をすべて読み終えることです。

UNIT7



036     greet   ～にあいさつする

She greeted me with a smile.
彼女は　私にほほえんであいさつした。

037　　greeting    あいさつ　　複数形であいさつの言葉     

Please give my greetings to your all family.
どうぞ　ご家族みなさまに　よろしくお伝えください。

038　　hit    打つ　ぶつける　当てる　殴る　     

I hit my head against the door.
私は頭をドアにぶつけた。

039　human  人間の　人間的な　人間　人     

This monkey's brains is almost human.
この猿の知力は　ほとんど人間なみです。

040　humor   ユーモア

He has a sense of humor.
彼は　ユーモアがわかります。

041　hurt    けがをさせる　傷つける　　痛む     

I'm sorry that I hurt your painting yesterday.
昨日　あなたの絵を傷つけてしまいまして申し訳ありません。

042　husband    夫     

Jack is good husband to his wife.
ジャックは　奥さんにとって　よい夫です。

043　importance  重要性　　大切さ     

We know the importance of good health.
私たちは　健康の大切さを知っています。

044　impress   感銘を与える　　印象づける     

The drama impressed me very much.
そのドラマは　私にたいへん感銘を与えた。

045　jogging   ジョギング　ゆっくりとした駆け足     

My father go out for jogging now.
私の父は　今　ジョギングのために外出してます。

046   kindness  　　やさしさ　　親切     

I will never forget your kindness.
あなたのご親切は　決して忘れません。

047  land  陸地　　土地　　(a をつけない　複数形なし)     

We saw green land from the window of the plane.
私たちは　飛行機の窓から 緑色の土地を見た。

048　local    その土地の　　地方の　地域の     

We were watching local news on TV last night.
私たちは　昨夜　地域のニュースをテレビで見ていました。

049     leg  脚　(足首からももの付け根まで)

New type of robot has two legs and can walk with it.
新型ロボットは　２本の足をもち、それを使って歩くことができる。
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050    market    マーケット　市場　　（買い物に行くという意味では　a the をつけない）     

My mother goes to market every Saturday.
私の母は　毎週土曜日に買い物に行く。

051　master    熟達する　習得する　　（男性の）主人　主　飼い主

You can't master English in only three month.
３ヶ月たらずで　英語を習得できるはずがない。

052   mouse    ねずみ　　家ネズミ　(複数形)mice     

We keep cat for catching mice.
私たちは　ネズミを捕まえるために　ネコを飼う。

053　mathematics  (=math)　数学     

It is interesting for me to learn math　rather than English.
私にとって　数学を学ぶことは　英語よりもおもしろい。

054   museum   美術館     

This city has a science museum as well as an art museum.
この町には　美術館と同じように、科学博物館がある。

055       ninth    9番目の　　9番目

I studied about Beethoven's Ninth Symphony in the musical class.
わたしは　音楽の授業で　ベートーベンの交響曲第９番について学んだ。

056　　noisy   さわがしい　　やかましい     

Don't be noisy while we are talking.
私たちが話している間は　さわがしくするな。

057　　nickname   あだな　ニックネーム     

Cathy is a nickname for Catherine, and Jim or Jimmy is a nickname for James.
キャッシーは　キャサリンの愛称で　ジムやジミーの愛称はジェームスの愛称です。

058　none  だれも・・ない　ひとつも・・ない　ひとりも・・ない     

None of the students talked about the accident.
学生のひとりたりもと　その事故について話すものはいなかった。

059     notice   気づく　　通知

Did you notice that Jack wasn't there?
あなたは　ジャックがそこにいないことに気がつきませんでしたか？

060  outdoor   野外の　屋外の     

Mary often plays outdoor sports, so she likes summer vacation very much.
マリーは　屋外のスポーツをよくします。だから　夏休みが大好きです。

061   police  警察   policeman 警官　police officer 警官　巡査  

The police are looking into the reason for the accident.
警察は　その事故の原因を調査しています。

062  right   右の　正しい　適切な　　右に　　正しく　　ちょうど　　右　正義　権利     

The shop is on the right side of the street.
その店は　通りの右側にある。

Is this the right train to Tokyo?
この電車は東京へ確かにいく電車ですか？

Sachiko is the right student for the role.
サチコさんは　この役割には　適任の生徒です。 
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065   shrine   神社　　　(寺は temple)

My families often go to the Meiji Shrine.
私の家族はしばしば　明治神宮へ行きます。

066　sight   　光景　　ながめ　　見ること     

I hope that the sunset will beautiful sight tomorrow.
明日の日没が美しいながめになるといいですね。

067   space   (a をつけないとき)   宇宙　名詞の前に用いて　宇宙の＝space rocket 

       空間　　あいた場所　　余白　空白    

He was the first man to walk in space.
彼は　初めて宇宙空間を歩いた人でした。

Your bed takes up too much space.
あなたのベッドが　とても大きな場所を占めすぎている。

I couldn't find any space for my car.
私の車を置く場所がありませんでした。

070   support   支える　支持する　やしなう　扶養する     

My brother supports our large family.
私の兄は　私たちの大家族を養っています。

071  sunshine  日当　ひなた　日光     

I hope that children are playing in the sunshine rather than indoor game.
私にとっては子供たちが　屋内でゲームするよりも　ひなたで遊んでいるほうが望ましい。

072  style   様式　　風（ふう）　　型     

This dress is the latest style.
このドレスは　最新型です。

073　terrible   おそろしい　ものすごい　ひどい     

I have never seen such a terrible accident.
私は　これほどひどい事故は見たことがありません。

074  till   ～まで　　　～するときまでずっと     

You may rest till I come here again.
私が　再びくるまで　ここで休んでいてよいですよ。

075   traditional   伝統的な     

I have ever seen one of the traditional festival of Kyoto.
私は　京都の伝統的な祭りの１つを見たことがあります。

076  understanding   理解　理解力　　ものわかりのいい・・　　話せる・・     

We must have deeper international understanding.
私たちは　より深い国際的な理解をもたなくてはなりません。

077　unlike   ～　と似ないで　　～と違い     

Unlike Tom, You are very tall.
トムと違って　あなたは　とても背が高いです。

078    valley   谷    

A small river flows through the valley.
その谷間には　小さな川が流れています。

079   visit   訪問する     

John visits his uncle every summer.
ジョンは毎年　夏になるとおじさんを訪ねます。
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080　visitor  訪問者　　客     来客

We had some visitor from Hokkaido yesterday.
昨日　北海道から　数人の来客がありました。

081　voice    声（人）　音　声（動物）　意見 

I hear that the singer has a good voice.
その歌手は　いい声をしているらしい。

It's good to hear your voice.
あなたの声を聞けてよかったです。

083　volunteer   ボランティア　志願者     

I want to do volunteer work next month.
私は　来月はボランティアの仕事がしたいです。

084    voyage   航海     

I often dream of voyage to the moon.
私は　よく　月旅行を夢みます。

085　wag   腕をふる　　（尾などを）ふる     

When the thief came in my house, the dog stopped wagging its tail.
どろぼうが私の家に入ってきたとき、犬は　尾をふるのをやめた。

086  war   戦争
World war  broke out in 1939.Ⅱ
第二次世界大戦は　1939 年に勃発した。

087  waste   浪費　ムダ使い　　むだに使う　（時間　お金　労力）     

Waste of your time is your wasting your money.
あなたの時間をムダにすることは　あなたのお金をムダ使いすることと同じです。

088     wave   波　うねり　（電気や電波などの）　波

Don't swim when the waves is high.
波が高いときには　泳いではいけません。

089     win   勝つ　　勝利する

Waseda won the game with Keio yesterday.
昨日　早稲田が慶応に勝ちました。

090　wild  野生の　荒れた　野蛮な　乱暴な　興奮した     

Are these wild flower there?
ここらにあるのは　野生の花ですか？

The sea is growing wilder and wilder.
海は　ますます荒れてきました。

092     wide  幅が広い　面積が広大な　目や口などが大きく開いた　知識などが豊富な

The streets of Nagoya are very wide.
名古屋の通りは　とても広い。

093　wing   鳥などのつばさ　　飛行機などの　翼     

The bird tried to spread its wing.
その鳥は　自分の羽を広げようとしていた。

094　wonderful     すばらしい　　すてきな　

It was wonderful time yesterday.
昨日は　すばらしくて楽しかった。
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095   wooden     木製の　木で作られた

My grandmother lived in wooden house of Kyoto.
私の祖母は京都の木造家屋に住んでいます。

096     windy     風のふく　風の強い　吹きさらしの

It is too windy to go out of my house.
今日は　風が強すぎて　家から出られません。 

097     wool      羊毛　毛織物　ウール

This carpet is made of wool.
このカーペットは　ウールでできています。

098     world    世界  世界の人々 世間　世間の人

She knows of nothing of the world.
彼女は　世間知らずである。 

099     wear　　身につけている

In winter she is always wearing red long coat.
冬になると　彼女はいつも　赤く長いコートを身に着けている。

100     yard　　　庭

There is kitchen garden in my yard.
私の庭には　菜園があります。

101     yellow　　　黄色い　黄色の　黄色（葉　または肌の色など）

The leaves of the trees turn yellow in fall.
秋になると　葉は黄色に変わる。

102    yet　　まだ（否定文で）　もう（疑問文で）

Mary's letter has not arrived yet.
メアリーの手紙は　まだ到着していません。

103    zoo　　動物園

We get on the bus for Ueno zoo yesterday.
私たちは　昨日　上野動物園へ行くバスに乗りました。

104    zebra    シマウマ

I have never seen zebra yet.
私は　まだ　シマウマをみたことがありません。

105    pay　　支払う　払う

I paid 6000yen for my daughter's piano lesson a month.
私は　娘のピアノのレッスンに１ヶ月 6000円支払った。

106    close     近い　すぐそばの　親しい

My house is close to the station.
私の家は　駅の近くです。

107    close    閉まる　とじる　閉める

They close the store every Wednesday.
その店は毎週水曜日に店を閉める。

108    group    集団　グループ　群れ　一派

The students studied in groups.
生徒たちはグループをつくって勉強した。
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109    plant    植物　草　苗　工場

There are no plants on the island.
その島には草木が生えていない。

110    maybe    もしかしたら　多分　おそらく

Maybe we'll see you tomorrow.
あした　あなたにお会いできるかもしれません。

UNIT 7

UNIT 8
001     ago  　　（今より）以前に

Long, long ago, there lived a little girl called Anny.
昔々　あるところにアニーという小さな少女が住んでいました。

002　ahead  　　前方に　前方へ

Go straight ahead, and you will see the station.
まっすぐ進みなさい。そうすれば、駅が見えるでしょう。

She walked ahead of me.
彼女は　私の前を歩いた。

004     although  　　だけれども　たとえ～でも

Although they were poor, they were very happy.
彼らは貧しかったが、とても幸せであった。

005     art  　芸術　美術

My father teaches the fine arts at school.
私の父は　学校で美術を教えています。

006     below  より下の　　より下流の　　以下の（数　量）

There is a waterfall below this bridge.
この橋の下流には　滝があります。

You must not hit below the belt.
あなたは　ベルトより下をたたいてはいけない。

008  　blind   盲目の　目の見えない   

He is blind in one eye.
彼は　片方の目が見えない

009    bite  かむ　かじる　かみつく

I was bitten by a mosquito.
私は蚊にさされた。

010     begin   始まる　　始める

The first term begins on the eighth of April.
1 学期は４月８日から始まる。

The baby began to cry in the bed.
赤ん坊がベッドの中で泣き始めた。

012     control    ～を支配する　　支配　統制　コントロール　抑制

That dam controls the water in the river.
あのダムがこの川の水を調節している。

013     capital   国の首都　　州都　　県庁所在地

Tokyo is the capital of Japan.
東京は日本の首都です。

UNIT8



014     ceiling 　 天井

There were many flies on the celling.
天井には　多くのハエがとまっていました。

015     certainly  確かに　きっと

He will certainly come.
彼はきっとくるだろう。

016     chain   　くさり

Please keep your dog on a chain.
どうか犬をくさりにつないでおいてください。

017     chance   機会　チャンス　偶然のできごと　見込み　可能性

Please give me another chance.
どうか　私にもう一度チャンスをください。

He has no chance of success.
彼には　成功の見込みはありません。

019     century  　世紀　　100 年間

The twentieth century began in 1901 and ended in 2000.
20世紀は 1901 年に始り　2000 年に終わった。

020  　comfortable   快適な　気持ちのいい   

It is comfortable to sit on this chair.
このいすに座っていると　気持ちがいい。

021     crowd  　　　群集　人ごみ　　人が群がる　　混雑している

A big crowd is marching towards the park.
大勢の群集が公園の方へ向かっていっています。

All the store was crowded with people.
すべての店が　人で混雑しています。

023     corner　角　曲がり角　コーナー  

There was a small chair in the corner of the room.
部屋の隅に小さないすがありました。

024     correct    正しい　正確な

Kenji could not gave a correct answer to the teacher.
けんじは　先生に正しい答えをだすことができなかった。

025     conversation  会話　談話　

I have had a few conversations with him.
私は　彼と数回話をしたことがある。

026     daily 　毎日の　日常の

Have you finished your daily work?
あなたは　毎日のお仕事をもう終えましたか？

027     dirty   汚れた　汚い

He washed his dirty socks yesterday.
彼は　きのう　汚れたくつ下を洗いました。

028     double  　2倍の　　倍になる

My savings have doubled in three years.
私の貯金は３年間で倍になった。
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029     disappear   見えなくなる　消える　姿を消す

One day my English teacher disappeared from school.
ある日英語の先生が　学校から消えました。

030     dollar    ドル　（アメリカ　カナダ　オーストラリアなどの単位通過)

This book costs fifteen dollars.
この本は 15 ドルします。

031     elementary school   小学校　（アメリカでは 6 年生と 8 年生の州がある)

It takes about thirty minuets to go to elementary school in this city.
この市の小学校へ行くには　約 30 分かかります

032     empty   空の　だれもいない

I think that my class room is empty now.
私の教室は今はだれもいないと思います。

033     else  その他に　ほかの　ほかに

My friend cannot come, so someone else must come here.
私の友人はこれなくなりましたので　他のだれかが　ここに来なくてはいけません。

034     experience   経験
She has no experience in teaching children.
彼女は　子供に教えた経験がありません。

035     excited  興奮した

Be careful of excited cows coming to us.
こちらにやって来ている興奮した牛に気をつけなさい。

036     excite  　興奮させる　　感情を起こさせる

This soccer game excited the little boy.
このサッカーの試合は　幼い少年を興奮させた。

037     energy   元気　精力　勢い　力

I hear that he is full of energy.
彼は　元気にあふれているそうです。

038     farmer   農場経営者　　農場主

My uncle is working as a farmer.
わたしのおじは　農場主として働いています。

039     favorite  お気に入りの　　一番好きな　（最上級の意味を含んでいるので最上級にはしない）

The piano is my sister's favorite musical instrument.
ピアノは　姉の大好きな楽器です。

040     field   畑　牧草地　球技場

People are working in the field of vegetable.
人々が野菜畑で　働いています。

041     fold 　折りたたむ

Father wrote a letter on the paper, and folded it.
父は紙に手紙を書いて、それを折りたたんだ。

042     foreigner   外国人

Satomi always kind to foreigner who first came to Japan.
さとみさんは　初めて日本に来た外国人に　いつもやさしくします。

043     grade  　　学年　成績　等級　程度

My son always got good grades in mathematics.
私の息子は　いつも数学の成績がよかった。
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044     government   政治　　政府　　統治

My father is a member of  the Japanese Government.
私の父は　日本政府の一員です。

045   headache   頭痛   

Jimmy sometimes have a bad headache.
ジミーはときどき　ひどい頭痛がします。

046     healthy  健康な

When I met you yesterday, your baby looked healthy.
昨日あなたにお会いしたとき、赤ん坊は健康そうでしたね。

047     handicapped   障害のある（心　体に）

You should take care of handicapped person on the train.
電車では　あなたは　障害のある人に気をつけなくてはいけません。

048     host   主人（もてなす人)　ホスト

Host is a person who invites guest.
ホスト（主人）とは　お客を招待する人のことをいいます。

049     imagine   想像する　　心に描く

We can not imagine life without internet.
私たちには　インターネットのない生活なんて想像できない。

050     improve   ～を改良する　上達させる　　改善する

Taro improved his baseball play by practicing hard.
太郎さんは　練習をたくさんして、野球のプレーがうまくなりました。

051     inside  (the をつけて)内側　内部  内側の　内部の　中に

There was a some boys inside the tent.
テントの中には　少年が何人かいます。

052     injure  傷つける　感情などを害する　　（受身で使われることも多い）

He was badly injured in the accident.
彼は　事故でたいへんなケガをした。

053     iron 　　 鉄

Steel is made from iron.
鋼は　鉄から作られる。

054     kick   ける　　けること

When you kick a ball, then the game starts.
あなたがボールをけると、試合が始まります。

055     knee  ひざ
Knee is the middle joint of your leg, where it bends.
ひざとは、曲がる　足の真ん中の関節です。

056     knowledge   知識　知っていること

Knowledge itself is power.
知識は力である。

057     lift  持ち上げる　エレベーター　昇降機

This box is too heavy for me to lift.
この箱はとても重たくて私に持ち上げることはできない。

058     map  地図　　map of the world 世界地図　weather map 天気図　road map 道路地図

Father was driving in Hokkaido with the road map.
父は道路地図をもって北海道をドライブしていました。
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059     message  伝言　ことづけ　メッセージ

I have a message for you from your father.
あなたに　お父様からのお言付けがあります。

Will you leave a message?
何か伝言はありますか？

061     mouth  　　口

Don't talk with your mouth full.
口をいっぱいにしてしゃべるな。

062     north   北（通常 the をつける)  北部　北方

Hokkaido is in the north of Japan.
北海道は　日本の北に位置する。

063     number  数　数字　番号

What number are you calling?
（電話において）何番へおかけですか？

064     novel   小説
She likes reading the novel in her room on holiday.
彼女は　休日には自分の部屋で小説を読むことが好きです。

065     obey   従う　服従する

My brother always obeyed our parents but I don't.
私の兄はいつも　両親にしたがっていたが、私はそうはしなかった。

066     ocean  太陽　海洋　the pacific ocean 太平洋　the Atlantic ocean  大西洋

Nancy have never seen the pacific ocean.
ナンシーは　太平洋を見たことがありません。

067     offer  　提供する　差し出す　　申し出る

She offered me a cup of tea.
彼女は私に１杯の紅茶を出してくれた。

068     pain   痛み　　（複数形で）　苦労　骨折り

I have a sharp pain in my leg.
私は足にするどい痛みがあります。

069     palace  宮殿　　大邸宅

My family went abroad to see the Buckingham Palace.
私の家族は　バッキンガム宮殿を見るために　海外へいきました。

070　　partner    パートナー　共同経営者　仲間 

I hear that he want to be partner with you.
彼があなたとパートナーになりたがっているそうですよ。

071     period   期間　時期　時代

We lived in Kyoto for a short period.
私たちは　少しの期間　京都に住んでいました。

072     perhaps   たぶん　　～かもしれない

Perhaps it will snow this evening.
ひょっとしたら　今晩は雪かもしれません。

073     prefecture   都道府県
Shikoku has four prefectures in it.
四国には４つの県があります。

UNIT8



074     perfect  完全な　まったくの　申し分のない

Jack is a perfect stranger here in Japan.
ジャックは　ここ　日本はまったく初めてです。

075     performance   演技　行い　演奏　講演　実行　性能

I'm afraid that my performance is poor.
私の演技は下手で恐縮です。

076     pleasant    ゆかいな　楽しい　気持ちよい

Hokkaido is more pleasant in summer than in winter.
北海道は冬より夏が　心地よい。

077     prepare  準備をする　したくをする

My mother is preparing lunch.
私の母は　昼食を用意している。

078     quiet  静かな　ひっそりした　動きのない　おとなしい　無口な　落ち着いた

You should be quiet in this room.
この部屋では　あなたは静かにしておくべきです。

079     realize 　さとる　実感する　はっきりと理解する　実現する

When he heard the news, he didn't know his failure at first.
彼がそのニュースを聞いたとき、彼は最初自分の失敗がわからなかっあ。

The dream was realized at last.
ぼくの夢がやっと実現した。

081     result  結果
Ken heard the result of examination in the classroom.
ケンは教室で試験の結果を聞いた。

082     return   帰る　返す　もどる　　帰ること　戻すこと　　返礼

When will you return to Osaka?
あなたは　いつ　大阪へ戻ってくるのですか？

083     repeat  　くりかえして言う　～をくり返す

Teacher repeated the words many times.
先生は　その言葉を何度も言った。

084     report   報告する　　報告書　報告

They reported the accident to the police.
彼らは　その事故を警察に報告した。

I am going to write a report about Japanese weather.
私は　日本の気候についての報告書を書くつもりです。

086     repair  修繕する　修理する

He should repair my car next Sunday.
彼は来週の日曜日に　私の車を修理しなくてはならない。

087     rise  昇る　あがる　起床する　あがること

The curtain rose and the play began again.
幕が上がって　劇が再び始まった。

My parents rise early every morning.
私の両親は　毎朝早く起床する。

089     sail  航海する　出航する　船の帆　帆船

He sailed across the Atlantic Ocean.
彼は大西洋を航海した。
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090     scene  　一場面　　舞台　　(the をつけて)現場　光景　ながめ

The police were not on the scene yet.
警察は　まだ現場にはいなかった。

The scene from the hotel window is very beautiful.
ホテルの窓からの光景は　大変美しい。

092     sign   記号　合図　標識　きざし　署名する

The policeman  gave me a sign to stop.
警察官は　私に　止まれの合図を出した。

Dark clouds are a sign of heavy rain.
黒い雲は　大雨のきざしです。

094     sightseeing  観光　見物　遊覧

My grandfather got on the sightseeing bus for Nagoya.
私の祖父は名古屋行きの観光バスに乗りました。

095     skill   技量　手腕　技術

He has a great skill in photography.
彼は　写真において　大変な腕前をもっています。

096     skate  スケートをする　スケートぐつ

Mari went to the lake to skate yesterday.
マリは　昨日　スケートをしに湖へ行きました。

097     slip  すべる　するっとぬける　抜け出る

When he hit the ball, the bat slipped out of the batter's hands.
ボールを打つとき、バットがバッターの手からすべって抜け出た。　

098     slide   すべる　すべるように動く

The runner slid second base safely.
ランナーが滑り込んで　セーフになった。

099    theater　 劇場　　劇　演劇

My families often go to the theater.
私の家族は　しばしば劇場に行きます。

100   　treasure   宝　宝物

Jack was looking for treasure in this mountain.
ジャックは　この山の中で　宝物を探していました。

101   type   タイプ　形　典型　手本

He is a new type of baseball player.
彼は新しいタイプの野球選手です。

102  uniform   ユニフォーム　制服

She goes to jyku  in her school uniform.
彼女は学校の制服のまま　塾へ行きます。

103   various  さまざまな　いろいろな

There are various ways to cook eggs.
たまごの調理法には　さまざまある。

104   wear   ～を着ている　身につけている（衣類だけでなくめがねを含む)

My brother didn't wear glasses last year.
私の弟は　昨年はめがねをかけていません。

105   wet  ぬれた　濡れている

Her cheeks were wet with rain.
彼女のほおは　雨でぬれていました。
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106   whether   ～　かどうか

I asked my son whether he was busy.
私は　息子に　忙しいかどうかを聞いた。

107  108  which   どちら　　どちらの

Which would you like, tea or coffee?
紅茶とコーヒーのどちらがよろしいですか？

The music which I listened to yesterday was wonderful.
私が昨日聞いた音楽は　すばらしかった。
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