
13 were [areの過去形]

1 speech スピーチ 14 was [am,isの過去形]

2 game ゲーム 15 library 図書室、図書館

3 ice hockey アイスホッケー 16 forget （…を）忘れる

4 jersey ジャージ 17 meeting ミーティング

5 give …を与える 18 next 次の

6 gave [give の過去形] 19 time …回、…度

7 give it to me それをわたしにくれる

8 once 以前（は） 20 meet …に会う

9 sport スポーツ 21 still まだ

10 take …を連れていく 22 young 若い

11 during …の間に、…の間中 23 helpful 役に立つ

12 treasure …を大切にする 24 blind 目の不自由な

13 every night 毎晩 25 person 人

26 before 以前に

14 find …を見つける 27 clever りこうな

15 zoo 動物園 28 learn (…を)学ぶ

16 large 大きい、広い 29 a lot たくさん、多数、多量

17 bear クマ 30 come and …しに来る

18 I got it. わかった。

19 panda パンダ 31 cute かわいい

20 aren't =are not 32 look(ed) …に見える

21 ice cream アイスクリーム 33 instructor 指導者

34 surprised 驚いた

35 sit すわる

36 sat [sitの過去形]

1 was [am,isの過去形] 37 beside …のそばに

2 guide dog 盲導犬 38 never けっして…しない

3 user 使用者 39 bark ほえる

4 a lot [副詞的に]たいへん 40 quietly 静かに、黙って

5 were [areの過去形] 41 be …になる、…である

6 good friend(s) 親友

7 PR 広報活動、PR 42 borrow …を借りる

8 PR dog PR犬 43 Thanks a lot どうもありがとう。

9 be proud of …を誇りに思う 44 answer 答え

10 job 仕事 45 club クラブ

11 wasn't =was　not

12 weren't =were not

Ｕｎｉｔ１（Ｐ．４～８）
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18 mountain 山

1 campaign 運動、キャンペーン 19 Mt. [Mountの略]…山

2 office 事務所 20 movie 映画

3 website ウェブサイト 21 thousand 1,000（の）

4 pet ペット 22 meter メートル

23 high 高さが…で

24 call A B AをBと呼ぶ

1 clean …をそうじする 25 mean …を意味する

2 room 部屋 26 shining 光る、明るい

3 go 行く 27 peak 山頂

4 go...ing …しに行く 28 Maori マオリ語

5 shopping 買い物をする 29 snow 雪

6 buy …を買う

7 bought [buyの過去形] 30 tell 話す、教える

8 pencil えんぴつ 31 fruit 果物

9 river 川 32 kiwi fruit キーウィフルーツ

10 catch …を捕まえる 33 fast 速く

11 caught [catchの過去形] 34 fly 飛ぶ

12 other ほかの 35 long ago ずっと以前に

13 fish つりをする 36 natural 自然の

14 good 楽しい、愉快な 37 enemy,enemies 敵

38 safe 安全な

39 ground 地面

1 trip 旅行 40 bring …を持ってくる

2 New Zealand ニュージーランド 41 brought [bringの過去形]

3 any [疑問文で]いくつかの 42 disappear いなくなる

4 plan 計画、予定

5 holiday 休日 43 Buddha 仏像

6 be going to …するつもりである 44 tall [身長で]高さが…で

7 visit （場所・人）を訪れる 45 the Great Buddha 大仏

8 sound …に聞こえる 46 castle 城

9 tomorrow 明日 47 kilometer キロメートル

48 tower 塔、タワー

10 officer 係員、役人

11 show 見せる

12 passport パスポート

13 purpose 目的

14 visit 訪問

15 sightseeing 観光、見物

16 long 長く

17 stay 滞在

Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｐｌｕｓ１（Ｐ．１０～１１）

Ｕｎｉｔ２（Ｐ．１２～１５）
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7 song 歌

1 flight （飛行機の）便 8 other ほかのもの、ほかの人

2 destination 行き先

3 gate 搭乗口 9 computer コンピューター

4 New York ニューヨーク 10 programmer プログラマー

5 flying time 飛行時間 11 the United States アメリカ合衆国

6 temperature 気温、温度 12 exciting 興奮させる

7 degree(s) 度 13 sure 確信している

14 grade 学年

15 travel 旅をする

1 may …してもよい 16 abroad 外国で

2 ask たのむ 17 tour ツアー

3 May I ask ... a favor? お願いしてもよろしいですか。 18 guide 案内人、ガイド

4 letter 手紙 19 tour guide 旅行ガイド

5 American アメリカ人の、アメリカの 20 need …が必要である

6 part 部分 21 improve …を上達させる

7 could [canの過去形] 22 Holland オランダ

8 Could you ...? …してくださいませんか。 23 Dutch オランダ語

9 please すみませんが、どうか 24 German ドイツ語

10 problem 問題 25 isn't =is not

11 No problem. いいですよ。もちろん。 26 everything あらゆること

12 computer コンピューター 27 history 歴史

13 check …を点検する

14 All right よろしい。分かった。 28 Korea 韓国・朝鮮

29 either [否定文ので]…もまた～ない

30 Internet インターネット

1 across ヨコの欄に 31 news ニュース

2 early 早い 32 useful 役に立つ

3 let us V わたしたちにVさせてください 33 tool 手段、道具

4 down タテの欄に 34 experience 経験

5 in 中に 35 hope …を望む

6 get set 用意する 36 hear from …から返信をもらう

1 future 未来の、将来の 37 for example たとえば

2 join …に加わる 38 the Great Wall 万里の長城

3 club クラブ、部 39 Disney World ディズニーワールド

4 make …を作る

5 make friends with （人と）親しくなる

6 sing （…を）歌う

Ｓｐｅａｋｉｎｇ　Ｐｌｕｓ１（Ｐ．１８，１９）
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1 housework 家事 1 town 町

2 result 結果 2 fire 火

3 shopping 買い物 3 think of …について考える

4 graph グラフ

5 percent パーセント

6 do [前に出た動詞のかわり] 4 Thailand タイ

5 end 終わり

6 degree(s) 度

1 How are you doing? 元気ですか。 7 Songkran ソンクラン

2 sick 病気の 8 throw …をかける

3 be sick in bed 病気で寝ている 9 water 水

4 poor かわいそうな 10 throw water at 水をかける

5 see …に会う 11 each other おたがい

6 kind 親切な 12 go out 外に出る

7 e-mail Ｅメール 13 threw [throwの過去形]

8 feel …と感じる 14 outside 外で

9 fine 元気な 15 cool 冷たい

10 today 今日 16 felt [feelの過去形]

11 test 試験 17 India インド

18 powder 粉

12 How's everything? 調子はどうですか。 19 celebrate …を祝う

13 Guess what! ねえ、聞いて。 20 become …になる

14 send …を送る 21 someday いつか

15 wife 妻

16 wave(d) 手をふる

17 title 題

18 moving 感動的な

19 ASAP [as soon as possible ]なるべく早く

20 BTW [by the way ]ところで

21 CU [See you. ]またね。

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　Ｐｌｕｓ３（Ｐ．２７） Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌｕｓ１（Ｐ．３０～３３）
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27 home 家、家に

1 magic 魔法の 28 suddenly 突然

2 husband 夫 29 out of …から（外へ）

3 wife 妻 30 believe …を信じる

4 farm 農場 31 eye(s) 目

5 old 年をとった 32 wonderful すばらしい

6 appear(s) 現れる 33 wine ワイン

7 call to …に呼びかける 34 bottle びん

8 water 水 35 a bottle of （びん）一本の…

9 thirsty のどがかわいた 36 table テーブル

10 drink …を飲む 37 else （その）ほかに

11 hungry 空腹な、うえた 38 another もう１つの

12 All right. よろしい。 39 be going to …（すること）になる

13 You can ... …してもよいです。 40 last 最後に残った

14 lunch 弁当 41 king 王

15 good おいしい

42 hear(s) …を聞く、…が聞こえる

16 finish (es) …を終える 43 story 話、物語

17 in return おかえしに 44 ask A for B AにBを要求する

18 inside 内側に 45 each それぞれ

19 wish (es) 願い 46 minister(s) 大臣

20 make a wish 願い事をする 47 advice 助言

21 and [命令文のあとで]そうすれば 48 suggestion 提案

22 anything [肯定文で]何でも 49 people 国民

23 choose …を選ぶ 50 enough 十分な

24 carefully 慎重に 51 necessary 必要な

25 goodbye わかれのあいさつ 52 wish for …を願う

26 go away 立ち去る 53 money 金

54 imagine 想像する

55 bad 悪い

56 idea 考え

57 however しかしながら

58 simple 簡単な、わかりやすい

Ｌｅｔ’ｓ　Ｒｅａｄ１（Ｐ．３４～３８）
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1 homestay ホームステイ 1 Seattle シアトル

2 have to …しなければならない 2 Miami マイアミ

3 follow …に従う、…を守る 3 low 最低気温

4 don't  have to …しなくてよい 4 high 最高気温

5 perfect 完全な 5 mark(s) 印、記号

6 communication コミュニケーション 6 rainy 雨降りの

7 important 重要な、大切な

8 has to …しなければならない

9 sleep 眠る 1 speak to （人）と話をする

10 downstairs 階下へ 2 Just a minute. ちょっと待ってください。

11 I don't know how. どうやるのかわかりません。 3 What's up? やあ、どうしたの

12 I'll = I will 4 card トランプ

5 Why don't you ...? …してはどうですか。

13 host family ホストファミリー 6 practice …を練習する

14 always いつも 7 later のちに

15 answer 答え 8 wrong まちがっている

16 must …しなければならない

17 taste(s) 味がする

18 delicious とてもおいしい

19 that much そんなにたくさん

20 she'll = she will

21 understand 理解する

22 work(ed) （うまく）いく

23 meal(s) 食事

24 sad 悲しい

25 anywhere [否定文で]どこでも

26 place(s) 場所、所

27 mustn't = must not

28 compare …を比較する

29 point(s) 特徴、特質

30 found [find の過去形]

31 laugh 笑う

32 actually 実は

33 friendly 好意的な

34 must not …してはならない

35 wear …をはいている

36 wash 体を洗う

37 bathtub 浴そう

中２　Words & Idioms Check 6
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35 some 一部の

1 service 公的サービス 36 in fact 実際に

2 try 試み 37 change(s) 変化、変更

3 give A a try Aをやってみる 38 make …を引き起こす

4 if もし…ならば 39 difference ちがい

5 interested 興味を持った

6 phone 電話 40 letter(s) 文字

41 put up …を設置する

7 apply,applied 申しこむ 42 put [putの過去形]

8 interpreter 通訳者 43 made [makeの過去形]

9 something 何か 44 these これらの

10 I'm sure …だと確信している 45 any [肯定文で]どんな…でも

11 it'll =it will

12 so そう

13 begin はじまる 1 which どの

14 start …をはじめる 2 take （乗り物）に乗る

15 when （…する）ときに 3 No. …番、第…号

16 trouble(s) 困難 4 should …すべきである

17 city hall 市役所 5 high school 高等学校

18 information 情報 6 for …行きの

19 everyday 日常の 7 stadium 競技場

20 life 生活 8 track 線路

21 lives [lifeの複数形] 9 Track 3 ３番線

22 start with …ではじまる

23 Chinese 中国語

24 Korean 韓国・朝鮮語

25 opinion(s) 意見

26 read [readの過去形]

27 for 賛成して

28 because （なぜなら）…だから

29 for example たとえば

30 offer …を提供する

31 as for …について言えば

32 such そのような

33 such as …のような

34 instead of …のかわりに

中２　Words & Idioms Check 7
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38 show ... around …を案内して回る

1 old 古い 39 day trip 日帰り旅行

2 clock 時計 40 Cambridge ケンブリッジ

3 hotel ホテル 41 unbelievable 信じられない

4 there is [are] … …がある、…がいる

5 lobby ロビー

6 everywhere いたるところ

7 special 特別な

8 there's = there is 1 west 西

2 cherry tree(s) サクラの木

9 clerk 店員 3 north 北

10 May I help you? いらっしゃいませ。 4 south 南

11 be interested in …に興味がある 5 east 東

12 Here it is. はい、どうぞ。 6 next to のとなりに

13 around …の近くに 7 across from …の向かい側に

14 here ここ

8 round 丸い

15 manager(s) 経営者 9 huge 巨大な

16 kept [keepの過去形] 10 parent(s) 親

17 keep good time (時計が)正確である 11 grandparent(s) 祖父、祖母

18 at that time その時は 12 uncle(s) おじ

19 one of …の１つ 13 aunt(s) おば

20 die(d) 死ぬ 14 cousin(s) いとこ

21 begin …をはじめる 15 floor (建物の)階

22 began [beginの過去形] 16 storage 貯蔵、保管

23 lose time (時計が)遅れる 17 living room(s) 居間

24 later のちに 18 bedroom(s) 寝室

25 other (２つのうち)もう一方の 19 fun 楽しいこと

26 very まさにその 20 coral reef サンゴ礁

27 moment 瞬間 21 Indonesia インドネシア

28 stop(ped) …(するの)をやめる 22 mangrove マングローブ

23 wood 木材

29 write (手紙など)を書く

30 musician 音楽家

31 happen(ed) 起こる

32 told [tellの過去形]

33 move(d) (人を)感動させる

34 heart 心

35 said [sayの過去形]

36 wrote [writeの過去形]

37 warm あたたかい

中２　Words & Idioms Check 8
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38 brightness 明るさ

1 leave …を残す 39 sadness 悲しみ

2 cry, cried 泣く 40 through を通じて

3 hate …を憎む

4 sun 太陽

5 bright 輝いている、明るい 1 than …よりも

6 sky 空 2 the oldest 最も古い

7 above …の上に 3 series シリーズ

8 be born 生まれる

9 both 両方 4 Hollywood ハリウッド

10 left [leaveの過去形] 5 into …に

11 baby 赤ん坊 6 make A  into B AでBを作る

12 one day （過去の）ある日 7 especially 特に

8 love 恋愛

13 heard [hearの過去形] 9 love story 恋愛映画

14 hymn(s) 讃美歌 10 science 科学、理科

15 radio ラジオ 11 fiction 小説、フィクション

16 church 教会 12 more もっと

17 met [meatの過去形] 13 most 最も

18 minister 牧師 14 that one あれ

19 life 人生

20 find …だと分かる 15 little 小さい

21 thought [thinkの過去形] 16 alien 異星人、エイリアン

22 stay とどまる 17 another 別の

18 spaceship 宇宙船

23 welcome …を歓迎する 19 without …なしで

24 felt [feelの過去形] 20 all alone １人ぼっちの

25 become …になる 21 far away 遠くはなれて

26 college 大学 22 space 宇宙

27 singing 歌うこと、歌唱 23 introduce(s) …を紹介する

28 sang [sing]の過去形 24 best [goodの最上級]

29 hatred 憎しみ 25 better [goodの比較級]

30 fade 消えていく

31 decide to …しようと決心する 26 last 続く

32 in need 困っている 27 as …と同じくらい

28 forest 森

33 Italian イタリア人の 29 there そこ

34 voice 声 30 receive(s) …を受け取る

35 trainer トレーナー 31 point(s) 指さす、さし示す

36 gift 贈り物 32 mind(s) 心

37 motto モットー 33 forever 永久に
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34 word(s) 語、単語 1 not as ... as ～ほど…でない

35 carry …を持っていく

1 agree 賛成する、意見が一致する

2 disagree 意見が合わない

1 treasure 宝 3 singer 歌手

4 true 本当の

5 with …に賛成である

1 dark （色が）濃い

2 cool かっこいい

3 Shall I ... ? …しましょうか。 1 pop music ポップス、ポピュラー音楽

4 How much ... ? …はいくらですか。 2 rock music ロック

5 take …を選ぶ、…を買う 3 classical music クラシック

6 I'll take it. [店で]それをください。 4 video game テレビゲーム

7 sweater セーター 5 sometime （未来の）いつか、そのうち

8 size （衣服などの）サイズ 6 comic マンガ

9 medium 中間の 7 fun 楽しいこと

10 anything 何か

11 a little 少し 8 Korean 韓国・朝鮮の

12 cheap(er) 安い 9 kind 種類

13 try on …を試着する 10 kind of …の種類

11 pop music ポップス、ポピュラー音楽

12 group(s) グループ、団体

1 lunchtime 昼食時間 13 dance おどる

2 face(s) 顏 14 act 演じる

3 pass(es) （時間が）経過する 15 both both ... and　…も～も両方

4 rainbow 虹 16 taught [teach　の過去形]

5 across …を横切って 17 share …を共有する

6 smile, smiling ほほえむ 18 not only A but also　B AだけでなくBも

7 peace 平和 19 drama ドラマ

8 than そのとき 20 close 近い、親密な

9 fun 楽しいこと

10 hope 希望 21 goal 目標

11 pond 池 22 great 偉大な、すぐれた

12 frog カエル

13 jump(s) とぶ、ジャンプする

14 sound 音、響き

15 firework(s) 花火

中２　Words & Idioms Check 10
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1 anyone [疑問・否定文で]だれか 28 dump(ed) …を（ごみとして）捨てる

2 village 村 29 garbage 生ごみ、ごみ

3 storm あらし 30 test paper(s) （試験の）問題用紙

4 wash A away Aを押し流す 31 love letter(s) ラブレター

5 huge 巨大な 32 truck(s) トラック

6 hole 穴 33 carry, carried …を運ぶ、…を持っていく

7 into 【場所】…の中に 34 industrial 産業の

8 look into …の中をのぞく 35 waste 廃棄物

9 mouth 入り口 36 nuclear 核の

10 deep 深い 37 few 少しの

11 dark 暗い 38 a few 少数の、いくらかの

12 someone だれか 39 go by （時間が）過ぎる

13 call(ed) （大きな声で）叫ぶ、呼ぶ 40 fill いっぱいになる

14 hello
[呼びかけ]おーい、あのう、もしもー
し 41 fill up いっぱいになる

15 echo こだま 42 convenient 好都合な、便利な

43 worry 心配する

16 pick(ed) …をつまむ

17 pick up …を拾う 44 sea 海

18 stone 石 45 became [become の過去形]

19 throw …を投げる 46 clean きれいな、清潔な

20 threw [throwの過去形] 47 built [buildの過去形]

21 sound 音、響き 48 building(s) 建物、ビル

22 hear about …について（詳しく）聞く 49 roof 屋根、屋上

23 gather 集まる 50 look up 見上げる

24 build …を建てる 51 nothing 何も…ない

25 agree 賛成する 52 fall 落ちる

26 advertise 宣伝する 53 fell [fall の過去形]

27 dump ごみ捨て場 54 down （高いところから）下へ

55 fall down 落ちる

56 hit …に当たる、…にぶつかる

57 hit [hit の過去形]

58 notice 気がつく
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