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12 meter(s) メートル

4 ago (今から)…前に tall ⾼さが…ある

arrive(d) 到着する weigh(s) …の重さがある

fossil(s) 化⽯ ton(s) トン

hunting 狩り gift(s) 贈り物

found findの過去形 cookie(s) クッキー

plant(s) 植物 Ferris wheel 観覧⾞

dinosaur 恐⻯ 14 rode rideの過去形

tyrannosaurus ティラノサウルス scary 恐ろしい

arrive at …に着く communicate 連絡する

culture(s) ⽂化

7 experience …を経験する the Singapore Flyer シンガポールフライヤー

overseas 外国への Malay マレー語

Singapore シンガポール Chinese 中国語

9 golden ⾦⾊の Tamil タミル語

holiday(s) 休⽇

abroad 外国に

aunt おば

uncle おじ

husband 夫

wife 妻
the “Golden Week”holidays ゴールデンウイーク

10 far 遠くに

will …するつもりだ

seafood シーフード

reservation 予約

you'll you will

I'll I will

Merlion Park マーライオン公園

the Merlion マーライオン
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company 会社

17 guest 客 produce(d) …を⽣産する

clerk 店員 powder 粉

air conditioner エアコン sale 販売

certainly 承知しました chef(s) シェフ

apologize 謝る flour ⼩⻨粉

trouble 困難 thick 濃い

right away すぐに come from …出⾝である

next door となりの部屋の for sale 売り物の

we'll we will 28 blend 混合物

create(d) …を創造する

21 change 変わる sauce ソース

23 kind(s) 種類 roll(s) 巻いたもの

recipe(s) 調理法 the U.S. アメリカ合衆国

pilaf ピラフ because …だから

even …でさえ raw ⽣の

heard hearの過去形 avocado アボカドの実

hear …を⽿にする wrap(ped) …を巻きつける

…kind(s) of〜 …種類の〜 seaweed 海藻

hear of …について聞く Italy イタリア

24 sometime いつか Naples ナポリ

if もし…ならば California roll(s) カリフォルニアロール

originally もとは name A after B BにちなんでAと名づける

India インド

you know ねえ

be interested in …に興味がある

26 directly 直接に

century 世紀

spice(s) ⾹⾟料

British イギリスの
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knowledge 知識

31 may …してもよい develop …を発達させる

favor 親切な⾏為 sense 感覚

menu メニュー various いろいろな

ask…a favor …にお願いする general ⼀般的な

Say cheese! はい、チーズ！ specific 特定の

call back 折り返し電話する continue …を続ける

strength 強さ

35 AI Artificial Intelligence ⼈⼯知能 42 misunderstand …を誤解する

take…away …を奪う meaning 意味

37 learn (…を)学ぶ moreover なおそのうえに

progress 進歩 writer 筆者

lives life(⽣活)の複数形 feeling(s) 感謝

disappear 姿を消す catch …を捕まえる

appear 現れる human(s) ⼈間

should …すべきである necessary 必要な

38 article 記事 effectively 効果的に

translator(s) 翻訳家 relationship(s) 関係

surprised 驚いた connect …を結びつける

translation 翻訳 everything 何でも

career 職業 reason 理由

advice 忠告 between …の間で

in the future 未来に through …によって

according to …によれば

here's here is

40 explain(ed) (…を)説明する

translate(d) …を訳す

sentence(s) ⽂

knew knowの過去形

deep 深い
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53 start(ed) …を始める

45 phone 電話 measure …をはかる

paper 紙 pot(s) つぼ

attach(ing) …をつける tiny ごく⼩さい

e-mail Eメール hole(s) ⽳

Iʼm sorry (that) (…して)ごめんなさい decrease(d) 減る

take a look ちらりと⾒る fire ⽕

Bye for now, さようなら burn(ed) …を燃やす

candle(s) ろうそく

49 message 伝⾔ example 例

myself 私⾃⾝を at night 夜には

tour 旅⾏ little by little 少しずつ

guide ガイド for example 例えば

improve …を改善する 54 mechanical 機械の

skill(s) 腕前 weight(s) おもり

work out 運動をする power …に動⼒を供給する

50 taught teachの過去形 bell(s) かねの⾳

introduce …を紹介する heavy 重い

tourist(s) 観光客 move …を動かす

light 軽い

52 however しかしながら eventually 最後には

ancient 古代の began beginの過去形

Egyptian(s) エジプト⼈ begin …を始める

sun 太陽 carry …を持ち運ぶ

stick(s) 棒

ground 地⾯

shadow(s) 影

time keeping 時間の計測

long ago ずっと前に

some of … …のうちいくつか
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55 everywhere いたるところに hurt …を傷つける

result 結果 64 elderly 年配の

invention(s) 発明 couple 夫婦

effort(s) 努⼒ bored 退屈した

recognize …を認識する hobby,hobbies 趣味
technology,technologies 科学技術 kept keepの過去形

wisdom 知恵 carefully 注意深く

it is time to … …すべき時である both A and B AもBも両⽅

one of …の1つ

57 homestay ホームステイ after all 結局

the United States アメリカ合衆国 keep …ing …し続ける

59 member ⼀員 couldn't could  not

follow …に従う

rule(s) 規則 67 especially 特に

host 主⼈ Best wishes, それでは。

perfect 完全な

have to …しなければならない 71 universal design ユニバーサルデザイン

60 Mrs. [既婚⼥性]…さん 73 product(s) 製品

must …しなければならない exhibition 展⽰

alone ひとりで first-hand 直接に

safe 安全な facility,facilities 施設

young 若い 74 staff 職員

go out 外出する jar びん

mustn't must not (…してはいけない) bump(s) でこぼこ

62 case 場合 braille 点字

finish(ed) …を終える helpful 助けになる

bathroom 浴室 feature(s) 特⾊

such そんなに…な over here こちらに

save …を節約する

plate 取り⽫
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76 plastic プラスチック製の Bugis ブギス

hold …を持つ the East West Line 東⻄線

common ふつうの

glad うれしい 83 research …を研究する

handrail ⼿すり topic 話題

finger(s) (⼿の)指 85 trivia 雑学的な知識

ramp スロープ quiz クイズ

stair(s) [stairsで]階段 than …よりも

pull(ing) …をひく neighbor 近所の⼈

luggage ⼿荷物 Godzilla ゴジラ

baby,babies ⾚ん坊
the Statue of
Liberty

⾃由の⼥神

78 American アメリカの 86 action アクション

professor 教授 comedy 喜劇

childhood ⼦供のころ animated アニメの

better もっとよい fiction ⼩説

society 社会 more [⽐較級](〜より)もっと…

disabled 体の不⾃由な most [最上級]いちばん…

remove …を取り除く answer(ing) …に答える

barrier(s) 壁 88 graph(s) グラフ

found(ed) …を創⽴する percent パーセント

center 中⼼地 story,stories 話

spread …を広げる horror 恐怖

spread spreadの過去形 as for …について⾔えば

(1970)s (1970)年代 A such as B BのようなA

as a result (of) (…の)結果として

81 downtown 中⼼街 more than …より多くの⼈

east 東

west ⻄

Raffles Place ラッフルズ・プレイス

the Downtown Line ダウンタウン線
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90 feedback 意⾒ a glass of コップ⼀杯の

speaker 話す⼈ a few 少数の

content 中⾝ be about to 今にも…しようとしている

delivery 話しぶり 101 pocket ポケット

contact 接触 reply,replied …と答える

spoke speakの過去形 pay 払う

clearly はっきりと kindness 親切

data 資料 left leaveの過去形

slide(s) スライド wonder(ed) 思いをめぐらす

letter(s) ⽂字 with a smile にっこり笑って

row (座席の)列 do well 順調にやる

feel like … ing …したい気がする

93 goods 商品

size サイズ

price 値段

medium 中くらいの

customer 客

shall I 〜？ 〜しましょうか？

How much …? …はいくらですか？

100 glass コップ

once 昔

door-to-door ⼾別に

earn(ing) …をかせぐ

few 少しの

coin(s) 硬貨

knock(ed) ノックする

well-off 裕福な

herself 彼⼥⾃⾝
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102 ill 具合が悪い mixed 混合した

sent sendの過去形 selection 選択

send …をおくる standard(s) 基準

operation ⼿術 decide(d) …を決める

woke wakeの過去形 conference 会議

wake ⽬が覚める UNESCO ユネスコ

alive ⽣きて all over …のいたるところに

realize(d) …だと気づく 108 list(ed) …を載せる

envelope 封筒 oily 油を含んだ

bill 請求書 mist 霧

afraid こわがって leaves leafの複数形

inside 内側に leaf 葉

note メモ forest(s) 森

paid ⽀払い済みの beauty 美しさ

go by (時間が)過ぎる preserve(d) …を保存する

in front of …の前で the Blue Mountains ブルーマウンテンズ

wake up ⽬が覚める eucalyptus ユーカリ

be afraid to …するのがこわい because of …のために

in full 全部

105 heritage (⽂化的な)遺産

site(s) 遺跡

World Heritage site(s) 世界遺産

107 unique 特有の

precious 貴重な

select(ed) …を選ぶ

own ⾃分⾃⾝の

type(s) タイプ

natural ⾃然の

cultural ⽂化の
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110 canal(s) 運河 116 taken takeの過去分詞

gondola ゴンドラ

built buildの過去分詞 119 café 喫茶店

across …を横切って mango マンゴー

grand 壮⼤な beside …のそばに

sight 光景

attractive 魅⼒的な 122 planet 惑星

serious 重⼤な photogragh 写真

citizen(s) 市⺠ university ⼤学

sink(ing) (⽔中に)しずむ attracted ひきつけられる

cruise 遊覧 middle 真ん中

wave(s) 波 wilderness 荒野

damage(d) …に損害を与える himself 彼⾃⾝を

Venice ベネチア wrote writeの過去形

the Rialto Bridge リアルト橋 mayor 村⻑

the Grand Canal ⼤運河 invite(d) …を招く

112 known knowの過去分詞 true 本当の

worldwide 世界中に Alaska アラスカ

similar 同じような Shishmaref シシュマレフ

sacred 神聖な in the middle of …の真ん中の

inspiration インスピレーション for himself ⾃分で

print(s) 版画 come true 実現する

influence(d) …に影響を及ぼす

seen seeの過去分詞

angle(s) ⾓度

for one thing 1つには

for another 別の理由としては

115 held holdの過去分詞
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123 among …の中で grow(ing) …になる

convenience(s) 便利なこと land ⼟地

hunt 狩りをする into …に(なる)

meat ⾁ rise 上がる

gather …を集める slowly ゆっくりと

berry,berries ベリー warm(er) あたたかい

tradition 伝統 twice 2倍

harmoniously 調和して rest 残り

understood understandの過去形 Earth 地球

living ⽣きている remind …に思い出させる

share …を共有する past 過去

Inuit イヌイット(の) sea level(s) 海⽔⾯

Alaskan アラスカの Arctic 北極地⽅

124 return(ed) 戻る turn into …に変わる

photographer 写真家 twice as … as A Aより2倍…

camp(ed) キャンプする remind A of B AにBを思い出させる

severe 厳しい pass on A to B AをBに伝える

wild 野⽣の

freedom ⾃由

playful 楽しげな

scene(s) 光景

kill(ed) …を殺す

tundra ツンドラ

caribou カリブー

polar bear(s) ホッキョクグマ

Kamchatka カムチャツカ半島

125 glacier(s) 氷河

global warming 地球温暖化

enough ⼗分な

habitat ⽣息地
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