
18 same 同じこと 30 train 列車

1 ago ・・・前に 19 fun おもしろい 1 trip 旅行 31 dining hall ダイニングホール

2 dinosaur(s) 恐竜 20 month 月 2 the U.K. イギリス 32 remember ・・・を思い出す

3 information 情報 21 dance ダンスパーティー　 3 plan(s) 計画 33 scene(s) (劇などの）場面

4 natural 自然の 22 cafeteria カフェテリア 4 holiday(s) 休日 34 real 本当の

5 history 歴史 23 Judy ジュディ［女性名］ 5 next 次の 35 amazing 驚かせるような

6 ate [eatの過去形] 24 Smith スミス［姓］ 6 anything [疑問・否定文で]何か 36 world 世界

7 for　example たとえば 25 lots　of たくさんの 37 Oxford オックスフォード

26 both…and～ …も～も両方 7 officer 係員 38 be full of ・・・でいっぱいの

8 car 車 8 passport パスポート

9 spend (時間)を過ごす 27 surprised 驚いた 9 purpose 目的

10 spent [spendの過去形] 28 like ・・・のような 10 sightseeing 観光 1 could canの過去形

11 tyrannosaurus ティラノサウルス 29 each それぞれの 11 stay 滞在 2 another もう1つの

30 together いっしょに 12 London ロンドン 3 May I …？ ・・・してもよいですか。

31 stage 舞台 13 How　long…? どのくらい長く 4 Could　you…？ ・・・してくださいませんか。

32 chorus contest 合唱コンクール 5 Say　cheese！ はい、ちーず。

1 sale 安売り 33 be different from ・・・とはちがっている 14 clock (置き)時計 6 ask…a favor ・・・にお願いする

2 stationery 文房具 34 far away 遠くはなれて 15 tower 搭 7 All　right． よろしい

3 shop 店 35 each other たがいに 16 beside ・・・のそばに 8 No　problem． いいですよ。

4 was [am,isの過去形]・・・であった 36 keep in touch 連絡を保つ 17 maybe もしかすると

5 were [areの過去形]・・・であった 18 builder 建造者

6 miss （機会）を逃す 19 ride ・・・に乗る 1 career 職業

7 back-to-school 新学期の 1 clean(ed) ・・・をそうじする 2 forget （・・・を）忘れる

8 yen 円 2 room 部屋 20 meter(s) メートル 3 wash ・・・を洗う

3 library 図書室[館] 21 tall 高さが・・・で 4 mirror 鏡

9 minute 分 4 borrow(ed) ・・・を借りる 22 view ながめ 5 appearance 外見

10 case ケース 5 exciting 興奮させる 23 top 最上部 6 greet ・・・にあいさつする

11 buy ・・・を買う 6 river 川 24 the Thames テムズ川 7 customer(S) 客

12 bought [buyの過去形] 7 catch ・・・を捕まえる 25 Big　Ben ビッグベン 8 job(s) 仕事

13 a　few 少数の 8 caught [catchの過去形] 26 Benjamin　Hall ベンジャミン・ホール 9 with a smile にっこり笑って

14 Just　a　second ちょっと待ってください。 9 give ～を与える 27 Ferriｓ　wheel 観覧車

10 gave [giveの過去形] 28 the London　Eye ロンドンアイ 10 chef シェフ

15 the　United　States アメリカ合衆国 11 go…ing ・・・しに行く 29 come from ・・・から来ている 11 tired 疲れた

16 grade （小・中・高の）学年 12 whole 全部の

17 end(s) 終わる 13 newspaper 新聞
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14 company 会社 14 the same…as～ ～と同じ・・・ 7 downstairs 階下へ

15 journalist ジャーナリスト 1 hold ・・・を開く 8 own 自分自身の

16 Italian イタリアの 2 farewell 別れ 15 pass(ed) (時間が）経過する 9 will ・・・するつもりである

17 Soundｓ・・・ ・・・そうですね。 3 invite ・・・を招く 16 someone だれか 10 Wilson ウィルソン［姓］

18 hear about ・・・について聞く 4 schedule 予定 17 knock(ed) ノックする

5 Erika エリカ［女性名］ 18 traveling 旅する 11 host 主人

19 around ・・・のあちこちに 6 Yun-ho ユンホ［男性名］ 19 small 小さい 12 kind 親切な

20 office 職場 7 Guess　what！ あのねえ、何だと思う？ 20 stream 小川　 13 always いつも

21 interview ・・・にインタビューする 8 Bye　for　now, さようなら。 21 bad 悪い 14 everything あらゆること

22 tell ・・・に話す 22 angry 怒った 15 must ・・・しなければならない

23 told [tellの過去形] 23 fence 垣根 16 taste(s) 味がする

24 important 重要な 1 programmer プログラマー 24 face 顔 17 meal(s) 食事

25 everywhere いたるところ 2 reason(s) 理由 25 over there あそこの

26 news 知らせ 3 useful 役に立つ 18 sad 悲しい

27 future 未来 4 website(s) ウェブサイト 26 sunset 日の入り 19 busy 忙しい

28 take…out ・・・を連れていく 5 perfect 完全な 27 finish(ed) ・・・を終える 20 nothing 何も…ない

29 need　to ・・・する必要がある 6 science 科学 28 build ・・・を建てる 21 compare …を比較する

7 hope ・・・を望む 29 built [buildの過去形] 22 point(s) 特徴

30 stadium スタジアム 8 dream 夢 30 bridge 橋 23 laugh 笑う

31 abroad 外国で 9 be interested in ・・・に興味がある 31 take down ・・・を取り壊す 24 actually 実は

32 advice 助言 32 right now 今すぐ 25 friendly 好意的な

33 teammate チームメイト

34 break （壁）を破る 1 carpenter 大工 33 across ・・・を横断して

35 barrier 壁 2 gift 贈り物 34 again 再び 1 warm あたたかい

36 experience 経験 3 neighbor 近所の人 35 friendship 友情 2 sunny 晴れた

37 heart 心 4 cow うし 36 either ・・・もまた（～ない） 3 cloudy 曇った

38 impress(ed) ・・・を感動させる 5 hey ねえ 37 left [leaveの過去形] 4 rainy 雨の

39 ask…for～ ・・・に～を求める 6 why なぜ 5 bike 自転車

40 get along with ・・・となかよくやっていく 7 think 考える 6 child 子供

41 all about ・・・しだい 8 short 短い 1 homestay ホームステイ 7 children [childの複数形]

9 tail しっぽ 2 follow ・・・に従う 8 fine 結構な

10 fight 口げんか 3 rule(s) ルール 9 What's　up？ やあ、どうしたのですか。

11 Mary メアリー［女性名］ 4 communication コミュニケーション 10 Why　don't you…? …してはどうですか。

12 Ben ベン［男性名］ 5 have to ・・・しなければならない 11 look after …の世話をする

13 one day ある日 6 Mrs. ・・・さん 12 some other time いつかまた

中2　Word & Idiom Check 2
Daily Scene　3 (P.42-43)

Presentation 1 (P.46-47)

Let's Read　1 (P.50-53)

Daily Scene　4 (P.64-65)

Unit　4 (P.54-61)



32 because （なぜなら）…だから 15 towel タオル

1 universal design ユニバーサルデザイン 33 shape 形 16 What is…like? …はどのようなものですか。 1 southwest 南西

2 product(s) 製品 34 stair(s) 階段 2 castle 城

3 easily 簡単に 35 push(ing) …を押す 17 spread(ing) 広がる 3 main 主な

4 safely 安全に 36 public 公衆の 18 culture(s) 文化 4 palace 御殿

5 if もし…ならば 37 idea 考え 19 part(s) 部分 5 popular 人気のある

6 send …を送る 38 ramp スロープ 20 laughter 笑い 6 kitchen 台所

7 catalog カタログ 39 stroller ベビーカー 21 strong 強い 7 tea 茶

8 phone 電話 40 these days 最近は 22 doctor(s) 医者 8 south 南

23 health 健康 9 town 町

9 mistook [mistakeの過去形] 24 patient(s) 患者 10 …, and so on …など

10 shampoo シャンプー 1 theater 劇場 25 classic 古典的な 11 How ofｔen…？ どのぐらいの頻度で

11 conditioner リンス 2 No. (=number) …番 26 relax くつろぐ

12 hair 髪 3 stop(s) 止まる

13 twice ２度 4 arrive(s) 着く 27 scary こわい 1 grandmother 祖母

14 bottle(s) ボトル 5 should …すべきである 28 snake(s) ヘビ 2 grandfather 祖父

15 bump(s) でこぼこ 6 the Palace　Theater パレス劇場 29 test(s) 試験 3 die 死ぬ

16 mistake…for～ …を～とまちがえる 7 get off (電車やバス）をおりる 30 donut(s) ドーナツ 4 cry, cried 泣く

31 forgot ［forgetの過去形］ 5 hate …を憎む

17 wheelchair 車いす 32 Ann アン［女性名］ 6 sun 太陽

18 sit すわる 1 single たった１つの 33 Eric エリック［男性名］ 7 bright 輝いている

19 sat [sitの過去形] 2 cushion ざぶとん 34 Mark マーク［男性名］ 8 blind 目の不自由な

20 feel …と感じる 3 seat(s) 席 35 be scared of …がこわい 9 be born 生まれる

21 felt [feelの過去形] 4 audience 聴衆 10 baby 赤ん坊

22 scared （・・・が）こわい 5 happen 起こる 11 care 注意

23 wide 幅の広い 6 comic storytelling 話芸 1 picnic ピクニック 12 Mexican-American メキシコ系アメリカ人の

24 lesson 教訓 7 come and… …しに来る 2 sky 空 13 take care of …の世話をする

25 for the first time はじめて 3 above …の上に

26 get on (電車やバス）に乗る 8 performer 演技者 4 hometown 生まれ育った町 14 heard ［hearの過去形］

27 even so たとえそうでも 9 several いくつかの 5 pretty かわいらしい 15 hymn(s) 賛美歌

28 from now on 今からは 10 character(s) 登場人物 6 flower(s) 花 16 radio ラジオ

29 in need 困っている 11 simple 飾り気のない 7 bird(s) 鳥 17 church 教会

30 give…a hand …に手を貸す 12 only ただ…だけ 8 memory,memories 思い出 18 minister 牧師

13 prop(s) 小道具 9 forever いつまでも 19 quietly 静かに

31 plastic プラスチックの 14 fan 扇子 20 thought ［thinkの過去形］
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21 wife 妻 10 ending 終わり 6 How much…? …はいくらですか。 24 cardboard 段ボール

22 husband 夫 11 most 最も 25 aluminum　foil アルミホイル

23 become …になる 12 impressive 印象的な 26 firewood まき

24 college 大学 1 star 星 27 more than …以上の

25 singing 歌うこと 13 ｓｈｙ 内気な 2 fiction 小説 28 one third ３分の１

26 sang ［singの過去形］ 14 serious (病気などが)重い 3 hero 主人公 29 die from …で死ぬ

27 hatred 憎しみ 15 injury けが 4 search さがす

28 begin …をはじめる 16 aquarium 水族館 5 treasure 宝物 30 solve …を解決する

29 began ［beginの過去形］ 17 rescue …を救助する 6 else （その）ほかに 31 fuel 燃料

30 fade 消えていく 18 save(d) …を救う 32 wood まき

31 decide(d) …を決める 19 best ［goodの最上級］最もよい 33 especially 特に

20 condition 状態 1 imagine …を想像する 34 women ［womanの複数形］

32 voice 声 21 better ［good, wellの比較級］よりよい 2 electricity 電気 35 men ［manの複数形］

33 trainer トレーナー 22 …-year-old …歳の 3 gas ガス 36 anymore 今はもう…（でない）

34 once 以前 4 heat …を熱する 37 billion １０億

35 Got 神 23 without …なしで 5 solar 太陽の 38 global 世界的な

36 motto モットー 24 expensive 高価な 6 disaster 災害 39 kilogram（ｓ） キログラム

37 sadness 悲しみ 25 charity 慈善 7 tool 手段 40 global warming 地球温暖化

38 brightness 明るさ 26 volunteer(s) ボランティア 8 pot なべ 41 add  to …を増大させる

39 through …によって 27 collect(s) …を集める 9 sunlight 日光

40 field(s) 野原 28 money 金 10 boil …をゆでる 42 energy エネルギー

41 Sugarcane Fields さとうきび畑 29 finally ついに 11 bake …を焼く 43 daily 日常の

42 be proud of …を誇りに思う 30 true 本当の 12 cake(s) ケーキ 44 lives ［lifeの複数形］

31 bond きずな 13 solar cooker ソーラークッカー 45 oil 石油

32 artificial 人工の 46 limited 限られた

1 dolphin イルカ 33 cut　off …を切りはなす 14 helpful 役に立つ 47 power 動力

2 tale (架空・実際の）話 34 think of …を思いつく 15 developing 発展途上の 48 ground 地面

3 sea 海 35 no longer もはや…ではない 16 cost （金額が）かかる 49 facility , facilities 設備

4 large 大きい 17 lake(s) 湖 50 renewable energy 再生可能エネルギー

5 than …よりも 18 cause(s) 原因 51 most  of ・・・の大部分

6 swimming pool 水泳プール 1 jacket(s) ジャケット 19 disease 病気 52 …such as～ ～のような…

7 tuna マグロ 2 something 何かあるもの 20 safe 安全な 53 for the better よいほうへ

8 blue whale シロナガスクジラ 3 cool かっこいい 21 smoke 煙

4 dollar(s) ドル 22 burn …を燃やす

9 more もっと 5 Shall　I…？ …しましょうか。 23 indoors 屋内で
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