
18 attract(ed) （人）をひきつける 5 match 試合 25 size 大きさ

1 map 地図 19 goods 商品 6 ware …焼 26 be worried about… …のことを心配する

2 north 北へ 20 unique 特有の 7 a kind of 一種の 27 elementary school 小学校

3 population 人口 21 Hong Kong 香港 8 many kinds of たくさんの種類の 28 scientist 科学者

4 milｌion 100万（の） 22 Taiwan 台湾 9 some of …のうちのいくつか 29 plant(s) 植物

5 myself わたし自身（で） 10 make…of～ ～で…を作る 30 for a long time 長い間

6 area 面積 23 knew ［knowの過去形］

7 square 平方… 24 foreign 外国（から）の

8 kilometer(s) キロメートル 25 the Edo period 江戸時代 1 side 側 1 hit …をうつ

9 thousand 1000（の） 26 sell …を売る 2 Earth 地球 2 hit ［hit　の過去形］

10 Niagara Falls ナイアガラの滝 27 sold ［sellの過去分詞］ 3 since …以来 3 question 質問

11 the Canadian Rockies カナディアンロッキー 28 poster(s) ポスター 4 program(s) 番組 4 successful 成功した

12 Russia ロシア 29 someday いつか 5 Ricardo リカルド［男性名］ 5 goal 目標

13 China 中国 30 tradition 伝統 6 Rio de Janeiro リオデジャネイロ 6 CDs コンパクトディスク

31 in fact 実は 7 I've I have 7 joke(s) ジョーク

8 performance 演技

1 pop culture 大衆文化 8 coach コーチ 9 Yankee Stadium ヤンキースタジアム

2 painting 絵 1 yourself あなた自身を 9 taught ［teach の過去形］ 10 home run ホームラン

3 influence(d) …に影響を及ぼす 2 dish 料理 10 known ［know の過去分詞］ 11 write back 手紙の返事を書く

4 print(s) 版画 3 made ［makeの過去分詞］ 11 Paulo パウロ　［男性名］ 12 be impressed with …に感動する

5 shown ［showの過去分詞］ 4 beef 牛肉 12 It's a small world. 世間はせまい。 13 I wish you the best of luck. 最高の幸運を祈ります。

6 bring …を持ってくる 5 Erika エリカ［女性名］

7 brought ［bringの過去分詞］ 6 meat loaf ミートローフ 13 been ［be の過去分詞］

8 Vincent van Gogh ビンセント・バン・ゴッホ 7 help yourself 自分で自由にとって食べる 14 produce(s) …を生ずる 1 fair trade フェアトレード

9 Europe ヨーロッパ 8 I'm glad …であることがうれしい 15 percent パーセント 2 ever これまでに

9 make…from～ ～から…を作る 16 huge 巨大な 3 heard ［hear　の過去分詞］

10 paint(ed) …を(絵の具で）かく 10 a piece of １つの… 17 classroom 教室 4 seen ［see の過去分詞］

11 person 人 11 another piece of もうひとつの… 18 the Amazon アマゾン川 5 mark 印

12 written ［writeの過去分詞］ 12 Would you like…? …はいかがですか? 19 rain forest 熱帯雨林 6 never 一度も…ない

13 at that time その時 20 oxygen 酸素 7 discover …を見つける

14 How about …？ …についてはどうですか。 21 look like …のように見える 8 hear of …のことを耳にする

1 handle 取っ手 9 haven't have not

15 given ［giveの過去分詞］ 2 prefecture 県 22 destroy(ing) …を破戒する

16 celebrate（ｄ） …を祝う 3 national 国民の 23 continue(d) 続く 10 taken ［take の過去分詞］

17 outside …の外側へ 4 wrestling レスリング 24 disappear(ed) なくなる 11 take a look at …を見る
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12 pamphlet パンフレット 23 move(d) 動く 28 heal …をいやす

13 price(s) 価格 1 temple 寺 24 after a while しばらくして 29 musician(s) 演奏家

14 yet ［疑問文で］もう、［否定文で］まだ 2 present プレゼント 25 weaker and weaker ますます弱く 30 concert(s) 演奏会

15 already すでに 3 tour 旅行 31 pass around …を順々に回す

16 seem …のように見える 4 group グループ 32 as of …現在で

5 Tokyo Skytree 東京スカイツリー 1 generation(s) 世代 33 millions of 何百万の…

17 farm 農場 6 school trip 修学旅行 2 what to 何を…すべきか 34 not only…but also～ …だけでなく～もまた

18 worker(s) 労働者 7 at night 夜に 3 emergency 緊急事態 35 pass on …を伝える

19 poor 貧しい 4 fire 火事 36 want…to～ …が～することを望む

20 low (価格が)低い 5 earthquake 地震

21 unfair 不公平な 1 lullaby 子守歌 6 cover …を覆う

22 shopping 買い物（用）の 2 road 道 7 head 頭 1 line （バス・列車などの）路線

23 choice(s) 選択 3 sweet （音などが）美しい 8 until …するまで（ずっと） 2 track 線路

24 difference ちがい 4 remember(ed) …を思い出す 9 how to …する方法、どう…するか 3 pleasure 喜び

25 Ghana ガーナ 10 protect …を保護する 4 My pleasure. どういたしまして。

26 cacao カカオ 5 bomb 爆弾 11 evacuation drill 避難訓練

27 at a low price 低価格で 6 fall 落ちる 12 in case　of …の場合には

28 make…into～ …で～を作る 7 fell ［fall の過去形］ 1 robot(s) ロボット

29 enough…to～ ～するのに十分な… 8 shade 陰 13 necessary 必要な 2 for …に賛成して

30 make a difference 変化をもたらす 9 all over …のいたることろで 14 prepare for …に備えて準備する 3 against …に反対して

10 fall down 倒れる 15 past 過去 4 technology 科学技術

31 eaten ［eat　の過去分詞］ 11 you'll you will 16 at any time いつなんどき 5 drum(s) たいこ

32 themselves 彼ら［彼女ら］自身（で） 17 keep…in mind …を心にとめておく 6 originally もとは

33 choose,choosing …を選ぶ 12 dead 死んだ 7 industrial 産業の

34 support …を支援する 13 weak 弱い 18 closely じっと 8 rhythm(s) リズム

35 behind …の後ろに 14 young 幼い 19 maker 製作者

36 be glad to …してうれしい 15 hold （人）を抱きかかえる 20 wonder(ed) …だろうかと思う 9 kick …を蹴る

16 held ［hold の過去形］ 21 craftsperson 職人 10 ball ボール

17 arm(s) 腕 22 driftwood 流木 11 reality 現実

1 the Statue of Liberty 自由の女神像 23 in tears 涙を流して 12 exactly 全くそのとおりです

2 I'd love to. ええ、ぜひとも。 18 still まだ 24 come up with …を思いつく 13 not long ago つい最近

3 in front of …の前で 19 tightly しっかりと

4 look forward to …を楽しみに待つ 20 became ［become の過去形］ 25 though …だけれども 14 camera(s) カメラ

5 have been to …に行ったことがある 21 rise （太陽などが）のぼる 26 create(d) …をつくり出す 15 quickly 速く

6 I'd I would 22 rose ［rise の過去形］ 27 tender やさしい 16 precisely 正確に
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17 efficient 効率のよい 5 you've you have 37 hopeless 絶望した

18 put together …を組み立てる 38 displaced 故国を追われた 1 card カード

19 instead of …のかわりに 6 political 政治の 39 die of （病気など）で死ぬ 2 receive(d) …を受け取る

20 agree with …に賛成する 7 leader 指導者 40 leave…behind …を置き去りにする 3 throw …を投げる

21 in part ある程度 8 democracy 民主主義 41 in the end 結局 4 threw ［throw の過去形］

22 so…that～ とても…なので～だ 9 human 人間の 42 set…free …を解放する 5 thrown ［throw の過去分詞］

23 take…away …を奪う 10 right(s) 権利 43 free from …がない 6 advertisement 広告

11 Aung San Suu Kyi アウンサンスーチー［女性名］ 7 dentist 歯医者

24 elderly 年配の 12 human rights 人権 8 mysterious ふしぎな

25 increase,increasing 増える、増加する 13 Myanmar ミャンマー 1 wear …を着ている 9 adventure 冒険

26 bath 入浴 2 American アメリカの 10 Rudolf ルドルフ

27 machine(s) 機械 14 movement （社会的・政治的な）運動 3 quite とても 11 throw…away …を投げ捨てる

28 partner(s) 仲間 15 join(ed) …に加わる 4 chance 機会 12 pick…up …を拾う

29 opinion 意見 16 kill(ed) …を殺す 5 boring 退屈な

30 be able to …することができる 17 accept(ed) （…を）受け入れる 6 similar 似ている 13 floor(s) 階

31 be afraid of …をこわがって 18 government 政府 7 reuse …を再使用する 14 enter(ed) …に入る

32 out of control 制御しきれなくなって 19 put …を（ある立場に）置く 8 recycle …を再利用する 15 dark 暗い

33 in one's opinion …の意見では 20 put ［putの過去形］ 9 belong to …の一員である 16 hallway 廊下

34 keep…ing …し続ける 21 attention 注意 17 straight まっすぐに

35 too…to～ ～するには…すぎる 22 recognize(d) …を認める 18 slowly ゆっくりと

36 they'll they will 23 effort(s) 努力 1 improve(d) よくなる 19 pale 顔色の悪い

24 house arrest 自宅軟禁 2 championship 選手権 20 carry, carried …を運ぶ

25 a great number of 非常に多数の 3 lead …を導く 21 sofa ソファー

1 paper(s) レポート 26 lock up …を閉じこめる 4 tournament 選手権大会 22 thin やせた

2 Walker ウォーカー 27 in total 合計で 5 speech スピーチ

3 Meg メグ 28 give up あきらめる 6 contest コンテスト 23 calmly 静かに

4 call…back …にあとで電話する 29 ask…to～ …に～するよう求める 7 done ［doの過去分詞］ 24 faint(ed) 気を失う

5 tell…to～ …に～するように言う 8 broaden …を広くする 25 ridiculous とんでもない

6 say hello to …によろしく伝える 30 personal 個人的な 9 horizon(s) （人の）視野 26 herself 彼女自身を［に］

31 dying ［dieの現在分詞］ 10 chorus 合唱 27 sick 病気の

32 cancer （病気の）がん 11 at first 最初は 28 go without …なしですます

1 strive,striving 懸命に努力する 33 suffer(ing) 苦しむ 12 do one's best 最善を尽くす 29 run out of …を使い果たす

2 brought ［bringの過去形］ 34 decision 決断 13 lead…to～ …を（ある状態・結果など）に導く

3 winner 受賞者 35 set ［setの過去分詞］ 14 we've we have 30 nobody だれも…ない

4 Nobel Peace Prize ノーベル平和賞 36 homeless 家のない 31 sleepy 眠い
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32 reply, replied …と答える 12 among …の中で 45 truly ほんとうに

33 close(d) 閉じる 13 skill(s) 技術 46 polar bear(s) ホッキョクグマ

34 carefully 注意深く 14 convenience(s) 便利なこと［もの］ 47 Kamchatka カムチャツカ半島

35 realize(d) …だと気づく 15 depend(s) 頼る 48 cut short …を急に終わらせる

36 by mistake まちがって 16 hunt 狩りをする

17 meat 肉 49 beauty 美しさ

37 step(ped) 一歩踏み出す 18 gather …を集める 50 magic ふしぎな力

38 entrance 入り口 19 blueberry, blueberries ブルーベリー 51 however しかしながら

39 sign 看板 20 share(d) …をわかち合う 52 glacier(s) 氷河

40 title 題名 21 land 土地 53 melt(ing) とける

41 himself 彼自身を［に］ 22 Inuit イヌイット（の） 54 habitat 生息地

42 anyway とにかく 23 Alaskan アラスカの 55 grow(ing) …になる

43 believe …だと信じる 24 depend on …にかかっている 56 global warming 地球温暖化

44 fate 運命 57 seal(s) アザラシ

45 guide(d) …を導く 25 photographer 写真家 58 because of …が原因で

46 corner 角 26 camp(ed) キャンプする

47 step out 外に出る 27 severe 厳しい 59 importance 大切さ

48 hand…out …を配る 28 weather 天候 60 perhaps もしかすると

49 on one's way home 家にかえる途中で 29 wild 野生の状態 61 encourage…to～ …に～するよう促す

50 say to himself 心の中でつぶやく 30 survival 生き残るための

51 just around the corner すぐそこに 31 fly(ing) 飛行機で行く

32 lonely 孤独な

33 vast 広大な

1 artist 芸術家 34 incredibly 信じられないほど

2 photograph 写真 35 tundra ツンドラ

3 village 村長 36 caribou カリブー

4 surround(ed) …を囲む 37 in the wild 野生の

5 wilderness 荒野 38 even more それ以上に

6 letter 手紙

7 mayor 村長 39 feeling 感情

8 Arctic 北極圏 40 freedom 自由

9 Alaska アラスカ 41 playful 楽しげな

10 for himself 自分で 42 majestic 荘厳な

11 come true 実現する 43 bear クマ

44 cut ［cutの過去分詞］
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