
6 my わたしの 7 play を演奏する 12 have …を飼っている

1 morning 朝 7 Here you are. はい、どうぞ。 8 band バンド 13 any ［疑問文で］いくつかの

2 afternoon 午後 8 Thank you. ありがとう。 9 every day 毎日 14 pet(s) ペット

3 evening 晩 9 You're welcome. どういたしまして。 15 now 今

4 everyone みなさん 10 practice (…を)練習する 16 parent(s) 親

5 I わたしは 10 nice よい 11 piano ピアノ 17 some いくつかの

6 am …です 11 picture 写真 12 but しかし 18 rabbit(s) ウサギ

7 Ms. ［女性について］…さん 12 Mt. …山 13 sing (…を）歌う 19 how どれくらい

8 Mr. ［男性について］…さん 13 it それは 14 really 本当に 20 many 多くの

9 Good  morning おはようございます。 14 an １つの,１人の 15 write …を書く 21 they 彼らは

10 call  me… わたしを…と呼びなさい。 15 park 公園 16 orijinal 原作の

16 English 英語 17 at home 家で 22 we わたしたちは

11 are …です 17 store 店 23 take …を持っていく

12 you あなたは 18 Mt. Fuji 富士山 18 know (…を）知っている 24 bag(s) ふくろ、バッグ

13 yes はい 19 amusement park 遊園地 19 about …について 25 look 見る

14 please お願いします、どうぞ 20 department store デパート 20 just ただ 26 put …を置く

15 oh ああ 21 school 学校 27 foot 食べ物

16 a ［数］１つの、１人の 21 he 彼は 22 want …がほしい 28 back 戻って

17 in …に所属して 22 friend 友達 23 black belt 黒帯 29 let's …しよう

18 club クラブ 23 she 彼女は 24 a  little 少し 30 use …を使う

24 our わたしたちの 25 a  member  of …の一員 31 doggy  bag(s) ドギーバック

19 from …から 25 teacher 先生 26 go  to …に行く 32 too  much あまりにもたくさん

20 no いいえ 26 hi こんにちは 33 take...back …を持ち帰る

21 not …でない 27 meet …と知り合いになる 34 I  see. なるほど

22 so それで 28 too …もまた 1 lemon(s) レモン

23 red 赤 29 T-shirt Tシャツ 2 peach(es) モモ

24 fan ファン 30 Nice to meet you. はじめまして。 3 and …と～ 1 hello こんにちは

25 Boston Red Sox ボストンレッドソックス 4 cherry サクランボ 2 favorite いちばん好きな

5 all 全部 3 subject 教科

1 name 名前 6 change おつり 4 volleyball バレーボール

1 this これ 2 like …が好きだ 7 yen 円 5 on …の一員で

2 is …です 3 math 数学 8 Excuse  me. 失礼ですが。 6 team チーム

3 your あなたの 4 study 勉強する 9 a  pack  of パック1箱の… 7 hard 熱心に

4 pen ペン 5 day １日 10 very  much とても

5 that あれ 6 music 音楽 11 Here's  your  change. おつりをどうぞ。

Unit 2 (p.30-35)

中1　Word & Idiom Check 1
Unit 1 (P22-27)

Unit 4 (P46-51)

Presentation 1 (p.54-55)

Unit 3 (p.38-43)



3 headache 頭痛 23 animal(s) 動物 14 season 季節

1 what 何 4 medicine 薬 24 kangaroo(s) カンガルー 15 fall 秋

2 recipe レシピ 5 dad お父さん 25 into …の中へ 16 spring 春

3 for …のために 6 mom お母さん 26 backyard 裏庭 17 o'clock …時

4 curry カレー 7 Erika エリカ［女性名］ 27 house 家

5 chocolate チョコレート 8 How  are  you? お元気ですか。 28 draw(s) （線画）をかく 18 language ことば

6 country 国 9 What's  wrong? どうかしたのですか。 29 tree(s) 木 19 people 人々

7 a  block  of …のひとかたまり 10 take  a  rest ひと休みする 30 talk 話す 20 her 彼女の

31 come  into …に入ってくる 21 wow わあ

8 delicious とてもおいしい 22 which どれ

9 great すばらしい 1 brother 兄弟 23 or …かまたは～

10 cook 料理をする人 2 sister 姉妹 1 free ひまな 24 Portuguese ポルトガル語

11 difficult 難しい 3 live(s) 住んでいる 2 birthday 誕生日 25 Of  course. もちろん。

12 famous 有名な 4 university 大学 3 party パーティー

13 right 正しい 5 there そこに 4 start(s) はじまる

14 usually ふうつは 6 speak(s) を話す 5 then そのとき 1 dear 親愛なる…(様）

15 eat (…を）食べる 7 well 上手に 6 Good bye さようなら 2 Love, ［手紙などの結びのことば］

16 with ［手段・道具］…で 8 sometimes ときどき 7 Yun-ho ユンホ［男性名］ 3 new 新しい

17 finger(s) 指 9 teach(es) ～を教える 8 See  you. またね。 4 get …（の状態）になる

18 interesting おもしろい 10 Japanese 日本語、日本人 5 soon すぐに

11 look  at …を見る 6 mother 母

19 breakfast 朝食 1 who だれ 7 father 父

20 often よく 12 near …の近くに 2 girl 女の子 8 Happy  Birthday ! 誕生日おめでとう。

21 toast トースト 13 beach(es) 浜 3 boy 男の子 9 Many happy returns of the day. 今日のよき日が何度も巡ってきますように。

22 milk 牛乳 14 has ［haveの三人称単数現在形］ 4 daughter 娘 10 Happy New Year ! 明けましておめでとう。

23 rice 米 15 beautiful 美しい 5 son 息子 11 Happy Valentine's　Day ! ［バレンタインのメッセージ］

24 soup スープ 16 weekend(s) 週末 6 cute かわいい 12 Get  well  soon ! 早く元気になってね。

25 also …もまた 17 run(s) 走る 7 Maria マリア［女性名］

26 hungry 空腹な 18 swim(s) 泳ぐ 8 junior  high  school 中学校

27 How  about  you? あなたはどうですか。 19 surf(s) サーフィンをする 9 …year(s)  old …歳 1 late 遅れた

28 a  lot たくさん 20 his 彼の 2 where どこに

21 Gold  Coast ゴールドコースト 10 family 家族 3 dictionary 辞書

22 on  weekends 毎週末に 11 different ちがった 4 under …の下に

1 today 今日 12 a.m. 午前 5 by …のそばに

2 wrong 調子が悪い 13 p.m. 午後 6 pencil(s) えんぴつ
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7 pocket ポケット 2 noon 正午 5 right 右 12 skate スケートをする

3 work(s) 働く 6 traffic light 交通信号 13 wonderful すばらしい

8 yours あなた（たち）のもの 4 wait(ing) 待つ 7 hospital 病院 14 building(s) 建物

9 mine わたしのもの 5 drink(ing) (…を）飲む 8 look for …をさがす 15 way 道

10 whose だれの 6 water 水 9 Pardon  me ? 何とおっしゃいましたか。 16 guess (…を）推測する

11 Jane ジェーン［名］ 7 watch(ing)] …を見る 10 Let's  see. ええと。 17 Brown ブラウン［姓］

12 I'm  sorry. ごめんなさい。 8 menu メニュー 11 go  down …を通って行く 18 Boston  Common ボストンコモン

9 Mike マイク［名］ 19 Benjamin  Franklin ベンジャミン・フランクリン［人名］

13 other ほかの 10 Chinese 中国の 20 the Founding Fathers of America アメリカ建国の父

14 story 話 11 wati  for …を待つ 1 leave 去る 21 on  the way 途中で

15 naughty いたずらな 2 walk 歩く 22 one  of …の１つ

16 him 彼を 12 crowded 混雑した 3 after …のあと

17 writer 作家 13 traditional 伝統的な 4 before …（より）前に 23 yesterday 昨日

18 nature 自然 14 art 芸術 5 dinner 夕食 24 museum 博物館

19 the U.K. イギリス 15 man 男性 6 TV テレビ 25 find …を見つける

16 woman 女性 7 read …を読む 26 mountain 山

17 mask(s) 仮面 8 get  up 起きる 27 climb (…に）のぼる

1 international 国際的な 18 fast 速く 9 get  to …に着く 28 when いつ

2 student(s) 学生 19 later のちに 10 after  school 放課後に 29 during …の間に

3 these これら 20 check...out …を調べる 11 go  to  bed 寝る 30 dangerous 危険な

4 festival 祭り 12 listen  to …を聞く 31 surprise 驚くべきこと

5 enjoy …を楽しむ 21 word(s) 単語 32 a  lot  of たくさんの

6 Welcome  to...! …へようこそ。 22 mean …を意味する 33 between…and～ …と～の間に

23 easy 簡単な 1 hotel ホテル 34 What … ! なんという…だろう。

24 careful 注意して 2 sleep(ing) 眠る

1 hers 彼女のもの 25 ask たずねる 3 can …できる

2 its その 26 anyone ［疑問・否定文で］だれか 4 anywhere どこででも 1 open …をあける

3 us わたしたちを 27 answer(s) 答え 5 cannot …できない 2 window 窓

4 ours わたしたちのもの 28 worry about …について心配する 6 tonight 今夜 3 hot 暑い

5 their 彼らの 7 excited わくわくした 4 sure もちろん

6 them 彼らを 8 winter 冬 5 help …を手伝う

7 theirs 彼らのもの 1 station 駅 9 summer 夏 6 homework 宿題

2 street 通り 10 vacation 休暇 7 make, making …を作る

3 turn 曲がる 11 Have  a  nice… よい…をお過ごしください。 8 ready 用意ができた

1 almost ほとんど 4 left 左 9 set …を準備する
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10 help…with～ …を～の面で手伝う 31 class 授業 6 message(s) 伝言

32 tomorrow 明日 7 door ドア

33 have  a…time …な時を過ごす 8 understand 理解する

1 life 生活 9 clothes 衣服

2 show ショー 10 body,bodies 体

3 try, tride 試してみる 1 took ［takeの過去形］ 11 hunter ハンター

4 special 特別な 2 half 半分の 12 Wildcat House 山猫軒

5 visit(ed) を訪れる 3 hour(s) １時間 13 gun 銃

6 shrine 神社 4 plane 飛行機 14 salt 塩

7 early 早く 5 big 大きい 15 vinegar 酢

8 clap(ped) 手をたたく 6 saw ［seeの過去形］ 16 take  off… …を脱ぐ

9 hand(s) 手 7 thing(s) もの

10 pray(ed) 祈る 8 rain(ing) 雨が降る 17 strange 奇妙な

11 New  Year's  Eve 大みそか 9 cold 寒い 18 those あれらの

12 New  Year's  Day 元日 10 date 月日 19 eye(s) 目

20 stand 立っている

13 captain キャプテン 21 stood ［standの過去形］

14 came ［comeの過去形］ 1 sport(s) スポーツ 22 alone ただ・・・だけで

15 injure(d) …を傷つける 2 ran ［runの過去形］ 23 wind 風

16 leg 脚 3 won ［winの過去形］ 24 blow （風が）ふく

17 went ［goの過去形］ 4 place 順位 25 blew ［blowの過去形］

18 say …と言う 5 met ［meetの過去形］ 26 over …の上に

19 said ［sayの過去形］ 6 classmate(s) 同級生 27 shiny 輝く

20 trophy トロフィー 7 made ［makeの過去形］ 28 keyhole 鍵穴

21 got ［getの過去形］ 8 event(s) 出来事 29 out  of …から(外へ）

22 come  to …に来る 9 learn 学ぶ 30 look  back ふり返って見る

10 relay リレー

23 did ［doの過去形］ 11 haunted  house お化け屋敷

24 report レポート

25 read ［readの過去形］

26 last この前の 1 order(s) 注文

27 night 夜 2 lose …を見失う

28 wrote ［writeの過去形］ 3 lost ［loseの過去形］

29 had ［haveの過去形］ 4 forest 森　

30 travel 旅をする 5 found ［findの過去形］
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