
P 英語 ⽇本語 P 英語 ⽇本語

haven't have not

4 fact 事実 I've I have

spoken speakの過去分詞 12 championship(s) 選⼿権

researcher 研究者 amaze(d) …をびっくりさせる

believe 信じる speed スピード

increase 増やす amazing 驚くべき

brain 頭脳 uncomfortable ⼼地よくない

wide 幅の広い well-known 有名な

variety さまざまな winner 勝者

Chinese 中国語 positive 肯定の

It is said tha 〜 〜であるといわれている Grand Slam グランドスラム

a … variety of 〜 …な種類の〜 be amazed at …に驚かされる

14 possible 可能な

7 title 題名 establish(ed) …を設⽴する

9 apply 当てはまる user ユーザー

Paralympic パラリンピック競技の satisfy,satisfied …を満⾜させる

somewhere どこかに ordinary ふつうの

below 下に custom-made 注⽂で作った

above 上に sporty,sportier スポーティーな

sitting volleyball シッティングバレーボール functional 実⽤的な

triathlon トライアスロン stylish おしゃれな

10 ever [疑問⽂で]今まで opinion(s) 意⾒
the Paralympic Games パラリンピック support(ing) …を⽀援する

been beの過去分詞 be satisfied with …に満⾜する

match 試合 more and more ますます

athlete 運動選⼿

internet インターネット

have been to …に⾏ったことがある

on TV テレビで

check … out …を調査する
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quite かなり

17 awesome すばらしい less もっと少なく

bright 明るい strict 厳しい

horizon(s) 地平線 either …もまた

hopeful 希望を持っている actually 実は

challenge 難問 website(s) ウェブサイト

super とても pop ⼤衆的な

audience 聴衆 not always いつも…とは限らない

get over …を乗りこえる not only...but also〜 …だけでなく〜もまた

write...back …に⼿紙の返事を書く so...that〜 とても…なので〜だ

All the best, 万事うまくいきますように

29 goodbye さようなら

21 yet [疑問⽂で]もう feel free to 遠慮なく…する

read (…を)読む we've we have

sleep(ing) 眠る

already すでに 35 protect …を守る

22 poet 詩⼈ endangered 絶滅の危機にさらされている

since …(して)以来 the Red List レッドリスト

image(s) 印象 37 danger 危険(性)

curious 好奇⼼の強い extinction 絶滅

How long...? どれくらい⻑く climate 気候

24 poem(s) 詩 survive ⽣き残る

written write(書く)の過去分詞 condition(s) 状況

rhyme 韻をふむ be in danger of …の危険がある

seasonal 季節の 38 cheetah(s) チーター

include(d) …を含む IUCN 国際⾃然保護連合

rhythm リズム

syllable(s) ⾳節

be different from …とはちがっている

26 become …になる
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40 let (⼈)に…させる relate A to B AをBに関係させる

until …まで

era 時代 45 text(ing) メッセージをおくる

population ⼈⼝ drive,driving 運転する

rapidly 速く illegal 違法な

feather(s) ⽻ ban(ned) …を禁⽌する

development 開発 law(s) 法律

destroy(ed) …を破壊する decision(s) 決定

environment 環境 effective 効果的な

capture(d) …を捕まえる bother ⾯倒

breed(ing) …を飼育する accident(s) 事故

safely 安全に Honolulu ホノルル

die(d) 死ぬ Hawaii ハワイ

government 政府 What about...? …についてはどう思いますか。

fly ⾶ぶ work on …に取り組む

up until …まで

one by one ⼀⽻ずつ 49 report 報告

42 logging 伐採 tournament トーナメント

mining 採鉱 corner ⾓

surprisingly 驚いたことには beginning 最初の部分

electronic 電⼦の ending 終わり

device(s) 装置 they'll they will

metal(s) ⾦属

ecosystem ⽣態系

species (⽣物学上の)種

affect(s) …に影響を与える

human being(s) ⼈間(全体)

relate(d) …を(〜に)関係させる

the Congo コンゴ⺠主共和国（国名）

die out 絶滅する

【中3】
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extend(ing) …を広げる

52 lullaby ⼦守歌 nuclear weapon(s) 核兵器

road 道 Peace Memorial Park 平和記念公園

53 bomb 爆弾 sitting 現職の

injure(d) …を傷つける guest book 記名帳

shade 陰 agony 激しい痛み

dead 死んだ paper crane(s) 折り鶴

weak 弱い

mommy お⺟ちゃん 57 prepared ⽤意ができている

cry,cried 泣く disaster 災害

arm(s) 腕 59 shelter 避難所

real 本当の store …を蓄える

54 tightly しっかりと extinguisher 消⽕器

while しばらくの間 survey 調査

quietly 静かに in case of …の場合には

rose riseの過去形 60 done doの過去分詞

after a while しばらくして emergency 緊急事態

55 nuclear 核の kit 道具⼀式

peace 平和 link リンク

cloudless 雲のない hasn't has not

death 死

sky 空

president ⼤統領

meant meanの過去形

war 戦争

courage 勇気

pursue …を追い求める

fold(ed) …を祈る

close(d) …を終える

worth …の価値がある
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62 earthquake 地震

terrible ひどい 71 legacy 遺産

shaking 揺れ 73 person ⼈

drove driveの過去形 respect …を尊敬する

parking lot 駐⾞場 greatly おおいに

scared (…を)こわがって born be born ⽣まれる

finally ついに international 国際的な

announcement(s) アナウンス non-violence ⾮暴⼒

latest 最近の Indian インドの

fortunately 幸運にも rupee ルピー（通貨）

traveler(s) 旅⾏者 74 independence 独⽴

too A to B あまりにもAなのでBできない violence 暴⼒

get out 外へ出る fight たたかう

pass by 通りすぎる protest 抗議する

on the way back 帰る途中で tough 困難な

go back 帰る fast(s) 断⾷

64 evacuation 避難所 human rights ⼈権

drill 訓練 go on …をする

resident(s) 住⺠

visitor(s) 観光客

simulation(s) シミュレーション

themselves 彼ら⾃⾝を

instruction(s) 指⽰

given giveの過去分詞

simple 単純な

interview(ed) …にインタビューする

hand out …を配る

67 Thatʼs very kind of you. どうもご親切にありがとうございま
す。

would like ⼈ to〜 ⼈に〜してほしいのですが

【中3】
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76 lawyer 弁護⼠ 81 growth 増加

discrimination 差別 populous ⼈⼝の多い

freely ⾃由に powerful ⼒強い

sidewalk 歩道 billion(s) 10億

accept …を受け⼊れる China 中国

unfair 不公平な

angry 怒った 85 discover …を発⾒する

lead …を導く pretty かわいい

movement （政治的・社会的な）運動 character(s) 登場⼈物

arrest(ed) …を逮捕する behavior ふるまい

non-violent ⾮暴⼒の cloth 布

South Africa 南アフリカ instead そのかわりに

at that time その当時 a piece of １つの〜

stand up ⽴ち上がる fold…up …を折りたたむ

even if たとえ…だとしても a kind of ⼀種の…

77 colony 植⺠地 instead of …のかわりに

salt 塩 86 convenient 便利な

tax 税⾦ waste …をむだに使う

expensive ⾼価な resource(s) 資源

follower(s) ⽀持者

almost ほとんど 89 beyond …をこえたところに

kilometer(s) キロメートル border(s) 国境

reach(ed) …に到着する relation(s) 関係

march ⾏進

news ニュース

peaceful 平和な

leader(s) 指導者

in those days そのころは

thousands of 何千もの
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91 backpack(s) バックパック coat(s) コート

campaign キャンペーン sold sellの過去分詞

unused 未使⽤の exception 例外

supply,supplies [suppliesで]必需品 surround(ed) …を囲む

donate …を寄付する daily ⽇常の

this way このように interdependent 相互に依存している

92 definitely もちろん Brazil ブラジル

Afghanistan アフガニスタン Thailand タイ

so far 今まで depend on …に頼る

94 imagine …を想像する

illiterate 読み書きのできない 99 domestic 国内の

receive …を受け取る cheap(er) 安い

encourage(s) …を励ます seem …のように⾒える

son(s) 息⼦ transport(ing) …を輸送する

daughter(s) 娘 point 特徴

ready ⽤意ができて agree 賛成する

building(s) 建物 disagree 意⾒が合わない

air 空気 besides そのうえ

service(s) サービス food mile(s) フードマイル

globe [ the globe で]地球 in season 旬で

exchange(s) 交流 agree with …に賛成する

encourage ⼈ to〜 ⼈に〜するよう促す

most of …の⼤部分

be ready for …の⽤意ができている

in the open air 屋外で

95 depend(s) 頼る

trade 貿易

survival 存続

import …を輸⼊する

pork 豚⾁
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control …を管理する

103 mini debate ミニディベート radiation 放射能

judge 審判員 handle …を処理する

colorful ⾊彩に富んだ sunshine ⽇光

negative 否定的な wind ⾵

side(s) 側 steam 蒸気

wear …を着ている ocean ⼤洋

uniform(s) 制服 renewable 再⽣可能な

countryside いなか dam(s) ダム

eat out 外⾷する quarter 4分の1

not … at all 少しも…ない heat 熱

solve …を解決する

106 electricity 電⼒ Denmark デンマーク

cut …を切る Iceland アイスランド

cut cutの過去分詞 a…amount of〜 …の量の〜

charge …を充電する all the time 常に

smartphone(s) スマートフォン 108 invent(ed) …を発明する

oil ⽯油 rain ⾬

coal ⽯炭 lamp(s) 明かり

natural gas 天然ガス second(s) 秒

relatively ⽐較的 liter(s) リットル

release …を放出する rainwater ⾬⽔

dangerous 危険な battery 電池

chemical(s) 化学物質 sustainable 持続可能な

health 健康 consumer 消費者

fossil fuel(s) 化⽯燃料 inventor 発明家

carbon dioxide ⼆酸化炭素 Azerbaijan アゼルバイジャン

run out of …を使い果たす LED 発光ダイオード

107 amount 量

energy エネルギー
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animation アニメーション

110 graduation 卒業 studio(s) スタジオ

dot(s) 点 Pixar ピクサー（会社名）

attend(ed) …に通う 113 mirror 鏡

college ⼤学 cancer がん

graduate(d) 卒業する limited 限られた

artistic 芸術的な someone だれか

interest 興味 else ほかの

trust …だと期待する inner 内側の

somehow 何らかの形で magazine 雑誌

difference ちがい foolish 愚かな

Mac マック（コンピュータの名前）

Apple アップル（会社名）

have no idea ⾒当もつかない

drop out 中退する

make all the difference ⼤きなちがいを⽣む

111 loss 失うこと

lucky 幸運な

garage ガレージ

grew growの過去形

employee(s) 従業員

successful 成功した

focus 中⼼

gone なくなった

run away 逃げる

get fired 解雇される

112 though …だけれども

burden 負担

beginner 初⼼者

creative 創造⼒のある

Let's Read 3
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