
38 city 都市

1 hi こんにちは 39 evening 晩

2 hello こんにちは 40 gym 体育館

3 good よい 41 ice 氷

4 bye さようなら 42 OK よろしい

5 See you. またね 43 uniform 制服

6 ant アリ 44 lake 湖

7 boat ボート 45 family 家族

8 car 自動車 46 name 名前

9 desk 机 47 cup カップ

10 egg 卵 48 lunch 昼食

11 fish 魚[複数形もfish] 49 flute フルート

12 guitar ギター 50 book 本

13 house 家 51 shoes 靴

14 ink インク 52 food 食べ物

15 jam ジャム 53 bed ベッド

16 koala コアラ 54 weather 天気

17 lion ライオン 55 seat 席

18 moon 月

19 notebook ノート 56 number 数

20 octopus タコ 57 zero ０

21 piano ピアノ 58 one １

22 question 質問 59 two ２

23 racket ラケット 60 three ３

24 soccer サッカー 61 four ４

25 tennis テニス 62 five ５

26 umbrella かさ 63 six ６

27 video ビデオ 64 seven ７

28 watch 腕時計 65 eight ８

29 box 箱 66 nine ９

30 yellow 黄色（い） 67 ten １０

31 zebra シマウマ 68 eleven １１

69 twelve １２

32 bus バス 70 thirteen １３

33 cat ネコ 71 fourteen １４

34 dog イヌ 72 fifteen １５

35 milk 牛乳 73 sixteen １６

36 pen ペン 74 seventeen １７

37 apron エプロン 75 eighteen １８

中1　Words & Idioms Check １
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76 nineteen １９ 115 September ９月

77 twenty ２０ 116 October １０月

78 thirty ３０ 117 November １１月

79 forty ４０ 118 December １２月

80 fifty ５０ 119 first １番目

81 sixty ６０ 120 second ２番目

82 seventy ７０ 121 third ３番目

83 eighty ８０ 122 fourth ４番目

84 ninety ９０ 123 fifth ５番目

85 hundred １００ 124 sixth ６番目

86 my わたしの 125 seventh ７番目

87 phone 電話 126 eighth ８番目

88 number 番号 127 ninth ９番目

89 is …です、…である 128 tenth １０番目

90 plus …を加えて 129 eleventh １１番目

91 minus …をひいて 130 twelfth １２番目

131 thirteenth １３番目

92 week 週、週間 132 fourteenth １４番目

93 Sunday 日曜日 133 fifteenth １５番目

94 Monday 月曜日 134 twentieth ２０番目

95 Tuesday 火曜日 135 thirtieth ３０番目

96 Wednesday 水曜日 136 what 何

97 Thursday 木曜日 137 What's the date today? 今日は何月何日ですか。

98 Friday 金曜日 138 when いつ

99 Saturday 土曜日 139 your あなたの

100 what 何の 140 birthday 誕生日

101 day 日、１日 141 When's your birthday? 誕生日はいつですか。

102 today 今日

103 What day is it today? 今日は何曜日ですか？

104 tomorrow 明日 142 color 色

143 blue 青(い)

105 date 日付 144 red 赤（い）

106 month [暦の]月 145 white 白（い）

107 January １月 146 green 緑（の）

108 February ２月 147 orange オレンジ色（の）

109 March ３月 148 black 黒（い）

110 April ４月 149 bag かばん、バッグ

111 May ５月 150 ball ボール

112 June ６月 151 hat ぼうし[つばがあるもの]

113 July ７月 152 jacket ジャケット、上着

114 August ８月 153 T-shirt Tシャツ

中1　Words & Idioms Check ２



154 you あなたは、あなたが 1 this これ

155 want …がほしい 2 is …です、…である

156 yes はい、ええ、そうです 3 our わたしたちの

157 I わたしは、わたしが 4 classroom 教室

158 no いいえ、ちがいます 5 your あなたの

159 not …でない、…(し)ない 6 that あれ、それ

160 Japan 日本 7 that's = that is

161 Canada カナダ 8 my わたしの

162 Toronto トロント 9 Thank you. ありがとう

163 Australia オーストラリア 10 you're = you are

164 Sydney シドニー 11 You're welcome. どういたしまして。

165 America アメリカ合衆国 12 eraser 消しゴム

166 Boston ボストン 13 glue のり

167 San Francisco サンフランシスコ 14 pencil cace えんぴつ入れ

15 ruler 定規

1 am …です、…である 16 a １つの、１人の

2 I'm = I am 17 big 大きい

3 Nice to meet you. はじめまして。 18 sign 看板

4 too …もまた 19 market 市場

5 Nice to meet you, too. こちらこそ。 20 it それは

21 it's = it is

6 hello こんにちは 22 restaurant レストラン

7 are …です、…である 23 sushi bar すし店

8 you あなたは 24 favorite いちばん好きな

9 yes はい

10 class 学級 26 this こちら、この人

11 Me, too. わたしも。 27 he 彼は、彼が

28 he's = he is

12 from …からの、…出身の 29 very とても

13 Ottawa オタワ 30 good よい

14 no いいえ 31 basketball バスケットボール

15 not …でない 32 player 選手

33 she 彼女は

34 she's =she is

35 new 新しい

36 friend 友達

中1　Words & Idioms Check 3
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1 morning 朝 1 quiz クイズ

2 Good morning おはようございます。 2 time 時間

3 everyone みなさん 3 what 何

4 Ms. [女性]…さん、…先生 4 what's = what is

5 Mr. [男性]…さん、…先生 5 bird 鳥

6 English 英語の 6 right 正しい

7 teacher 先生 7 That's right. そのとおり。

8 like …を好む 8 know 知っている

9 play （スポーツ）をする 9 I don't know. わからない。

10 every 毎…、…ごとに 10 animal 動物

11 music 音楽 11 I see. なるほど

12 badminton バドミントン 12 bear クマ

13 baseball 野球 13 cow ウシ

14 softball ソフトボール 14 fox キツネ

15 table tennis 卓球 15 monkey サル

16 volleyball バレーボール 16 mouse ネズミ

17 panda パンダ

17 play （楽器）を演奏する 18 pig ブタ

18 play the piano ピアノをひく 19 tiger トラ

19 come 来る

20 to …へ

21 school 学校

22 come to school 学校に来る

23 every day 毎日

24 don't = do not

25 and …と～

26 by …で

27 bike 自転車

28 walk 歩く

29 Excuse me. 失礼ですが。

30 drive （車を）運転する

31 but しかし

32 have …を持っている

33 now 今

34 want …がほしい

35 walking 歩くこと

36 speak （ことば）を話す

37 Japanese 日本語

中1　Words & Idioms Check 4
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20 how どんなふうで

21 how's =how is 1 after school 放課後に

22 How's the weather? 天気はどうですか。 2 very much とても

23 cloudy 曇った

24 sunny 晴れた

25 It's cloudy. （天気は）曇りです。

26 OK よくて、だいじょうぶで 1 a cup of カップ１ぱいの…

27 subject 教科 2 juice ジュース

28 math 数学 3 please お願いします、どうぞ

29 interesting おもしろい 4 Here you are. はい、どうぞ。

30 easy やさしい 5 change おつり

31 study （…を）勉強する 6 Here's your change. おつりをどうぞ。

32 hard 熱心に 7 only ただ…だけ

33 write 書く 8 I'm sorry. ごめんなさい。

34 English 英語 9 That's all right. いいんですよ。

35 fine arts 美術 10 hot dog ホットドッグ

11 hamburger ハンバーガー

37 science 理科・科学 20 this この

38 social studies 社会 21 Mexican メキシコの

22 world 世界

23 so それで

24 CD(s) コンパクトディスク

40 usually ふつう 25 a lot of たくさんの

41 have …を食べる 26 country, countries 国

42 breakfast 朝食 27 How many ... ? どのくらい多くの

43 toast トースト 28 about 約…

44 How about you? あなたはどうですか。 29 comic book マンガ本

45 rice ご飯 30 video game テレビゲーム

46 soup スープ

47 really ほんとうに

48 Really? ほんとう？そう？

49 How about ...  ? …についてはどうですか。

50 sometimes ときどき

51 love …が大好きである

52 cereal シリアル

53 fruit 果物

54 juice ジュース

55 salad サラダ

56 yogurt ヨーグルト

36
industrial arts and
homemaking

技術・家庭

health and physical
education

保険体育39
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31 let's …しよう 21 often よく、しばしば

32 try （…を）試してみる 22 go(es) 行く

33 goldfish scooping 金魚すくい 23 go to …に行く

34 difficult 難しい 24 base ball 野球

35 net(s) 網 25 game(s) 試合

36 again 再び 26 rule(s) ルール

37 any [否定文で]何も（…ない） 27 well 十分に

38 any [疑問文で]いくらか 28 cheer(s) 声援をおくる

39 use …を使う 29 home 地元の

30 team チーム

31 some of …のうちのいくつか

32 also …もまた

33 popcorn ポップコーン

34 there そこで

1 grandmother 祖母

2 grandfather 祖父

3 ... year(s) old …歳の

4 live(s) 住んでいる

5 work(s) 働く、仕事をする

6 famous 有名な

7 journalist ジャーナリスト

8 teach(es) …を教える

9 university 大学

10 foreign 外国の

11 language(s) ことば、言語

12 Japanese 日本の、日本人の

13 culture 文化

14 has [haveの三人称単数現在形]

15 home 家

16 at home 家で 1 we 私達は、私達が

17 his 彼の 2 you あなた達は、あなた達が

18 doesn't = does not 3 they 彼らは、彼女らは

19 her 彼女の

20 near …の近くに

まとめと練習３（Ｐ．５６）

Ｕｎｉｔ６（Ｐ．５０～５５）
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18 we're = we are

1 hello [電話で]もしもし 19 ready 用意ができた

2 free ひまな 20 afternoon 午後

3 night 夜 21 in the afternoon 午後に

4 birthday 誕生日 22 what 何の

5 party パーティー 23 time 時刻、(時計の)時間・時

6 start(s) はじまる 24 it [時を表す]

7 great すばらしい 25 Let's see. ええと。

8 See you. またね。 26 a.m. 午前

9 then そのとき(に) 27 p.m. 午後

10 goodbye さようなら 28 season 季節

11 busy 忙しい 29 spring 春

12 park 公園 30 fall 秋

31 Good job. よくできました。

32 Honolulu ホノルル

33 New York ニューヨーク

34 London ロンドン

35 Cape Town ケープタウン

36 Moscow モスクワ

1 talk 話す 37 o'clock …時

2 talk to …に話しかける

3 who だれ

4 grandchild 孫

5 How old ... ? どのくらいの年の

6 with …といっしょに 38 class(es) 授業

7 junior 年下の 39 each それぞれの

8 junior high school 中学校 40 from …から

9 student 生徒 41 to …まで

10 brother 兄、弟、兄弟 42 How long ... ? どのくらい長く

11 sister 姉、妹、姉妹 43 minute(s) [時間の]分

12 actor 俳優 44 between …の間に

13 chef シェフ 45 change …をかえる

14 entertainer タレント 46 quickly 急いで

15 newscaster ニュースキャスター 47 Spanish スペイン語

16 singer 歌手 48 volunteer ボランティア

17 writer 作家 49 read …を読む

50 child 子ども

51 children [childの複数形]

52 hospital 病院

Ｕｎｉｔ７（Ｐ．６０～６７）
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53 eat (…を)食べる

54 your あなたたちの 1 beef 牛肉

55 cafeteria カフェテリア 2 chicken とり肉

56 pizza ピザ 3 coffee コーヒー

57 or …かまたは～ 4 tea 茶、紅茶

58 taco(s) タコス

59 which どちら

60 favorite お気に入りのもの

61 do …をする

62 football アメリカンフットボール 1 get up 起きる

63 member 一員 2 where どこで

64 spend (時間)を過ごす、…を費やす 3 pocket ポケット

65 weekend(s) 週末 4 under …の下に

66 watch …を見る 5 blanket 毛布

67 on TV テレビで 6 cap ぼうし

68 fan ファン 7 head 頭

69 brass band ブラスバンド部

70 chorus 合唱部 8 Come on さあ。

71 computer club コンピューター部 9 late 遅れた

72 drama club 演劇部 10 these これら

73 English club 英語部 11 all 全部

12 yours あなた（たち）のもの

13 those あれら、それら

14 present(s) プレゼント

15 whose だれの

16 mine わたしのもの

17 nice よい、すてきな

18 camera カメラ

19 thank 感謝

1 Welcome to ... ! …へようこそ。 20 father 父

2 picture 写真、絵 21 mother 母

3 festival 祭り

4 school festival 文化祭

5 enjoy …を楽しむ

6 chorus contest 合唱コンクール

7 sport スポーツ

8 sports day 運動会

9 field trip 遠足

10 practice 練習する

11 fun 楽しいこと

Writｉｎｇ　Ｐｌｕｓ１（Ｐ．６８～６９)

Ｕｎｉｔ８（Ｐ．７２～７７）
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22 look 見る

23 over there あそこに 1 dear 親愛なる…

24 chair(s) いす 2 Happy Birthday! お誕生日おめでとう。

25 man 男性 3 return(s) 再び巡ってくること

26 him 彼を 4 get …（の状態）になる

27 star スター 5 soon すぐに

28 woman 女性 6 Get well soon! 早く元気になってね。

29 with …を身につけて

30 short （時間・長さ・距離が）短い 7 card カード

31 hair 髪 8 really とても

32 her 彼女を 9 holiday 休日

33 Of course. もちろん 10 too あまりにも

34 me わたしを 11 rice cake もち

35 you あなた（たち）を 12 hope …を望む

13 feel …と感じる

14 better （病気か）よくなって

15 hope to …することを願う

16 see …に会う

17 real ほんとうの

1 his 彼のもの 18 sweetheart やさしい人

2 hers 彼女のもの 19 Take care. おだいじに。

3 its それの 20 Best wishes, [手紙などの結びのことば]

4 us わたしたちを

5 ours わたしたちのもの

6 their 彼らの、彼女らの、それらの

7 them 彼らを、彼女らを、それらを

8 theirs 彼ら（彼女ら、それら）のもの

1 sit down すわる

2 stand up 立ち上がる

3 need …が必要である

4 help 助け

まとめと練習４（Ｐ．７８）

学び方コーナー２（Ｐ．７９）
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1 noon 正午 1 look for …をさがす

2 grandma おばあちゃん 2 station 駅

3 boy(s) 男の子 3 Pardon me? 何とおっしゃいましたか。

4 girl(s) 女の子 4 go down …を通って行く

5 wait 待つ 5 street 通り

6 wait for …を待つ 6 turn 曲がる

7 run 走る 7 left 左（に）

8 right 右（に）

8 Here we are. さあ着きました。 9 traffic 交通

9 Chinatown チャイナタウン 10 traffic light 交通信号（灯）

10 crowded 混雑した 11 library 図書館

11 like …のような 12 post office 郵便局

12 way 方向 13 book store 書店

13 Chinese 中国の、中国人の 14 shop 店

14 kitchen 台所 15 city hall 市役所

15 make …を作る 16 department store デパート

16 noodle めん 17 can …できる

17 cookie クッキー 18 get to …に着く、…に到着する

18 fortune cookie フォーチュンクッキー 19 way 道

19 popular 人気のある 20 straight まっすぐに

21 and [命令文で]そうすれば

20 people 人々 22 on your right 右に

21 get off を降りる 23 visitor 訪問者

22 cable car ケーブルカー

23 hurry up 急ぐ

24 careful 注意して

25 Be careful. 注意しなさい。

26 see …が見える

27 get on （電車やバス）に乗る

28 area 場所

1 station 駅

2 train 列車、電車

3 on time 時間通りに

4 line 路線 1 leave （…を）出発する

2 before （より）前に

3 dinner 夕食

4 go to bed 寝る

Ｕｎｉｔ９（Ｐ．８２～８７） Ｓｐｅａｋｉｎｇ　Ｐｌｕｓ２（Ｐ．９０～９１）

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　Ｐｌｕｓ４（Ｐ．８９）

Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌｕｓ２（Ｐ．９２～９３）
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1 winter 冬 1 Can I ... ? …してもよいですか。

2 summer 夏 2 open …をあける

3 vacation 休暇 3 close …をしめる

4 get around 動き回る 4 window 窓

5 easily 簡単に 5 hot 暑い

6 ride …乗る 6 sure [応答]もちろん

7 can't = can not 7 Can you ... ? …してくれますか。

8 why なぜ 8 help …を手伝う

9 hill 坂 9 help 人 with Ａ 人がＡするのを手伝う

10 steep 急な 10 homework 宿題

11 cannot …できない 11 busy 忙しい

12 ski スキーをする 12 right now ただ今

13 skate スケートをする 13 door ドア、戸

14 ice hockey アイスホッケー 14 take （写真を）とる

15 snowboard スノーボードをする

16 bridge 橋

17 beautiful 美しい

18 golden 金色の

19 guess …を推測する

20 come from …に由来する

21 Turkey トルコ

22 look at …を見る

23 tall 背の高い

24 mirror 鏡

25 park 公園 1 yesterday 昨日（は）

26 camp キャンプ（生活）をする 2 view ながめ

27 when いつ

28 all year round 一年中 3 dream 夢

29 swim 泳ぐ 4 New Year's Eve 大みそか

30 kid(ding) からかう 5 went [goの過去形]

6 shrine 神社

7 got [getの過去形]

8 charm(s) お守り

9 saw [seeの過去形]

10 sunrise 日の出

11 call(ed) …に電話をする

1 bath 入浴

Ｕｎｉｔ１０ （Ｐ．９４～９９） Ｓｐｅａｋｉｎｇ　Ｐｌｕｓ３（Ｐ．１０２～１０３）
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12 did doの過去形。 7 thing(s) もの、こと

13 had [haveの過去形] 8 rain(ing) 雨が降る

14 came [comeの過去形] 9 cold 寒い

15 cook(ed) 料理する

16 stay(ed) 滞在する 10 Best regards. [手紙などの結びのことば]

17 go back かえる 11 Sincerely yours. [手紙などの結びのことば]

18 almost ほとんど

19 didn't = did not

20 miss …が恋しい

21 last night 昨夜

1 horizon 地平線、水平線

2 stand 立っている

1 come back 戻ってくる 3 quiet 静かな

4 star(s) 星

5 all around あたり一面に

1 What's wrong? どうしたの。 6 what なんという

2 headache 頭痛 7 Orion オリオン座

3 stay up 起きている 8 the Big Dipper 北斗七星

4 smart りこうな 9 own 自分自身の

5 tired 疲れた 10 shine, shining 輝く

6 rest 休む 11 just like まさに…のよう

7 stomachache 胃痛、腹痛

8 toothache 歯痛 12 maybe たぶん

9 fever 熱 13 behind …の後ろに

10 What's the matter? どうしましたか。 14 cloud(s) 雲

11 nurse's office 保健室 15 different ちがう

12 doctor 医者 16 China 中国

13 pain 痛み 17 Russia ロシア

14 leg 足 18 ... and so on …など

15 hurt(s) 傷む 19 border(s) 国境

16 terrible ひどい 20 look like …のように見える

21 peaceful 平和な

22 planet 惑星

23 together いっしょに

1 London ロンドン 24 as …として

2 take （時間などが）かかる 25 take care of …のことを気にかける

3 took [takeの過去形]

4 plane 飛行機

5 the Earth 地球

6 the British Museum 大英博物館

まとめと練習７（Ｐ．１１０）

Ｓｐｅａｋｉｎｇ　Ｐｌｕｓ４（Ｐ．１１２～１１３）

Writｉｎｇ　Ｐｌｕｓ３（Ｐ．１１４～１１５)

Ｌｅｔ’ｓ　Ｒｅａｄ（Ｐ．１１６～１１７）
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