
28 sentence 文

1 thousands of 何千もの…、多数の… 29 combination 組み合わせ

2 friendship 友好、友情

3 blossom （木の）花 30 sign 手話で…を伝える

4 Washington,D.C. ワシントンD.C. 31 word 語、単語

32 be able to …することができる

5 along …にそって 33 a little 少し

6 bone 骨

7 mouth 口 34 win 勝つ

35 main 主な、主要な

36 stadium 競技場、スタジアム

1 sign 身ぶり 37 the Olympics 国際オリンピック

2 sign language 手話 38 braille 点字

3 miss （機会を）逃す 39 dot 点

4 the West Theater ウエスト・シアター 40 various さまざまな

5 group グループ、劇団 41 map 地図

6 musical ミュージカル 42 touch さわること

7 perform （…を）上演する

8 written [writeの過去分詞]

9 the young 若い人々、若者たち

10 ticket 切符、チケット

11 sell 売る

12 sold [sellの過去分詞]

13 online オンラインで、インターネットで

14 read [readの過去分詞]

15 softball ソフトボール

16 deaf 耳の不自由な

17 moving 感動的な、感動させる

18 I hear …だと聞いている

19 hold …を開く 1 collect …を集める

20 held [holdの過去分詞] 2 trash ごみ

21 made [makeの過去分詞] 3 beach 海岸

4 elderly 年配の

5 community center 公民館

22 separate 別個の、ちがった 6 glove 手ぶくろ

23 be diffierent from …とは異なっている 7 towel タオル

24 figure 図 8 trash bag ごみぶくろ

25 feeling 感情 9 pamphlet パンフレット

26 express …を表現する

27 oral 口頭の

Ｗａｒｍ　Ｕｐ（Ｐ．２～３）

Ｕｎｉｔ１（Ｐ．４～８）

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　Ｐｌｕｓ１（Ｐ．９）
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1 tea 茶、紅茶 1 fire work 花火

2 handle 取っ手 2 reporter レポーター

3 kind 種類 3 tonight 今夜（は）

4 a kind of 一種の… 4 I've =I have

5 traditional 伝統的な 5 since …（して）以来

6 art 芸術

7 national 国民の 6 excited わくわくした

8 make A of B BでAを作る

9 a piece of １つの 7 As you can see, ご覧の通り

10 wrestling レスリング 8 spot 場所

11 all over いたる所で 9 shout …と叫ぶ

12 more もっと多くのこと 10 great 偉大な、すぐれた

11 fireworks maker 花火師

13 ethnic 民族の 12 period 時代

14 clothes 衣服 13 praise 賞賛する

15 high school 高等学校 14 tradition 伝統

16 Hawaii ハワイ 15 to this day 今日まで（ずっと）

17 17-year-old １７歳の

18 did [doの過去形] 16 company 会社

19 surf サーフィンをする 17 dangerous 危険な

20 taught [teachの過去形] 18 skill 技術、技能

21 wear 身につけている 19 knowledge 知識

22 aloha shirt アロハシャツ 20 we've =we have

23 Hawaiian ハワイの 21 design デザイン

24 answer 答える 22 Niagara Falls ナイアガラの滝

25 Asia アジア 23 Saturn 土星

26 continue 続ける 24 smiley face 笑顔マーク

27 make A from B BからAを作る 25 say …と言っている

28 today 今日（では） 26 pride 誇り

29 known [knowの過去分詞] 27 joy 喜び

30 be known as …として知られている

31 mix 混ざる

32 poncho ポンチョ 1 brass band ブラスバンド部

33 Peru ペルー 2 concert 演奏会、コンサート

34 dry かわいた 3 have …を開く

35 wool 羊毛 4 classical music クラシック

5 a few more tickets あともう少しのチケット

Ｍｕｌｔｉ　Ｐｌｕｓ１（Ｐ．１０～１３） Ｕｎｉｔ２（Ｐ．１４～１７）
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12 coffee コーヒー

1 show(s) ショー 13 nut(s) 木の実、ナッツ

2 dance おどる 14 already すでに、もう

3 fan club ファンクラブ 15 more than …より多い

4 concert 演奏会、コンサート 16 product(s) 製品

5 until …まで（ずっと） 17 check(ed) …を調べる

6 then そのとき 18 yet[疑問文で] もう

7 lots of たくさんの、多数の 19 yet[否定文で] まだ（…しない）

8 Lots of love, [手紙などの結びのことば] 20 left [leave の過去分詞]

9 be impressed with …に感動する

10 performance 演技、演奏 21 Ghana ガーナ

11 joke(s) ジョーク、冗談 22 produce(s) …を生産する

12 Best of luck. 最高の幸運を祈ります。 23 cacao カカオ(の実)

13 album （ＣＤ、レコードの）アルバム 24 cacao bean(s) カカオ豆

14 words 歌詞 25 low （価格が）低い

15 write A back Aに返事を書く 26 price 価格

16 I'd like to … したい 27 at a low price 低価格で

17 won [win の過去形] 28 earn （お金）をかせぐ

18 championship 優勝 29 enough...to …するのに十分な～

30 have never been to …に行ったことがない

31 solve …を解決する

32 worker(s) 労働者

33 choice 選択

1 fair 公正な

2 trade 貿易→fair trade 34 thanks to …のおかげで

3 fair trade フェアトレード 35 high(er) （価格が）高い

4 chocolate チョコレート 36 make A from B BからAを作る

5 ever [疑問文で]これまでに、いつか 37 eaten [eatの過去分詞]

6 heard [hear の過去分詞] 38 myself わたし自身で

7 hear of …のことを耳にする 39 right 権利

8 newspaper 新聞 40 glad うれしい

9 seen [see の過去分詞] 41 Best wishes, [手紙などの結びのことば]

10 program 番組、プログラム

11 mark 印、マーク

中３　Words & Idioms Check 3
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21 piece こま

1 graph グラフ 22 Why don't we ..? …しませんか。

2 square [面積の単位]平方…

3 kilometer(s) キロメートル

4 lowlands 低地

5 around …のまわりに

6 gold 金、黄金

7 wood 木材

8 oil 石油

9 or すなわち、言いかえれば

1 yourself あなた自身

1 Would you like to ... ?  …するのはいかがですか。 2 Please help yourself. どうぞご自由に食べてください

2 I'd =I would 3 Would you llike  ～? ～はいかがですか

3 I'd love to. ええ、ぜひとも。 4 I'm glad ～であることがうれしい

4 in front of …の前で 5 cake ケーキ

5 convenience store コンビニエンスストア 6 dessert デザート

6 look forward to …を楽しみに待つ 7 plenty たくさん

8 smell …のにおいがする

9 pass 手渡す

1 on a school trip 修学旅行で 10 salt 塩

11 peanut ピーナッツ

2 play 遊び 12 seconds （食事の）おかわり

3 Singapore シンガポール 13 I'd like ～がほしい

4 kindergarten 幼稚園

5 subway 地下鉄

6 on the way 途中で

7 invite(d) …を招く、…を招待する

8 ethnic group(s) 民族集団

9 Malay マレー語

10 Tamil タミル語

11 rock 岩

12 scissors はさみ

13 Indonesia インドネシア

14 elephant ゾウ

15 Vietnam ベトナム

16 hammer 金づち

17 nail くぎ

18 wrapper 包み紙

19 amazed 驚いた

20 experience …を経験する
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1 lullaby 子守唄 1 lose, losing 負ける

2 road 道、道路 2 wonder …だろうかと思う

3 sweet （音などが）美しい 3 what to 何を…すべきか

4 remember(ed) …を思い出す 4 How about...? …してはどうですか。

5 official 公式の

5 bomb 爆弾 6 website ウェブサイト

6 lose …を失う 7 find out （…を）見つけ出す

7 lost [loseの過去形] 8 how to …する方法、どう…するか

8 life, lives 生命、いのち 9 where to どこで…すべきか

9 injure(d) …を傷つける

10 burn(s) やけど

11 body, bodies 体 10 invite, inviting …を招く

12 fall down 倒れる 11 explain …を説明する

13 shade 陰 12 sound like …のように思われる

14 you'll = you will

15 all right だいじょうぶな 13 these days 最近は、近ごろでは

14 sumo wrestler 力士

16 dead 死んだ 15 quite たいへん、とても

17 weak 弱い、かすかな 16 fluently 流ちょうに

18 hold （人）を抱きかかえる 17 most of …の大半

19 held [holdの過去形] 18 knew [knowの過去形]

20 arm 腕 19 little わずかのもの（しか…ない）

21 real 本当の 20 make a mistake まちがいをする

21 at first 最初は

22 tightly しっかりと 22 confuse A with B AをBと混同する

23 after a while しばらくして 23 wolf オオカミ

24 weaker and weaker ますます弱く 24 shock(ed) …にショックを与える

25 rise （太陽などが）のぼる

26 rose [riseの過去形] 25 put …をつける、…を置く

27 move(d) 動く 26 out [putの過去形]

27 put on …を身につける、…を着る

28 war 戦争 28 want 人 to A （人）がAすることを望む

29 terrible 恐ろしい 29 be afraid of …をこわがる

30 world …（の）世界

31 same 同じこと

32 said [sayの過去分詞]

33 return …をかえす

中３　Words & Idioms Check 5
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34 against …を相手に 1 electronic dictionary 電子辞書

35 slowly ゆっくりと 2 against …に反対して

36 call （人に）～を呼ぶ 3 land 陸

37 waiter ウェイター 4 below (ページの)以下に

38 raise …をあげる 5 elephant ゾウ

39 taxi タクシー

40 joke, joking 冗談を言う 6 print(ed) …を印刷する

7 magic 魔法

8 light(er) 軽い

9 be easy to …しやすい

1 between …の間の 10 agree with …に賛成する

2 audience(s) 聴衆 11 take time 時間がかかる

3 way(s) to …する方法 12 waste むだ

13 meaning(s) 意味

14 at one time 同時に

15 true ほんとうの

16 in addition そのうえ

1 line （バス・飛行機などの）路線 17 in my opinion わたしの意見では

2 change trains 電車を乗りかえる

3 stop(s) 駅、停留所

4 track 線路 23 drum(s) ドラム

5 pleasure 喜び 24 disagree with …に反対する

6 My pleasure どういたしまして。 25 may …かもしれない

7 fare （乗り物の）料金、運賃 26 at any time いつでも

27 battery, batteries 電池

28 save …を節約する、…を省く

1 cloth 布

2 environment 自然環境

3 square 四角い

4 wrap …を包む 1 priority 優先

5 wrapping paper 包装紙 2 stand up 立ち上がる

6 plastic bag(s) ビニール袋 3 call phone 携帯電話

7 fold up  …を折りたたむ 4 cause …を引き起こす

Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　Ｐｌｕｓ５（Ｐ．５９）
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33 field 球技場、グラウンド

1 call 人 back (人)にあとで電話する 34 symbol 象徴、シンボル

2 tell 人 to A （人）にAするように言う 35 millions of people 何百万という人々

3 take …を受け取る 36 retire(d) 引退する

37 keep ... ing …し続ける

38 fight(ing) たたかう

1 break …を破る 39 free 自由な

2 barrier 壁 40 equal 平等な

3 report レポート 41 the civil rights movement 公民権運動

42 strong 強い

4 Major League(s) メジャーリーグ 43 impact 影響

5 African-American アフリカ系アメリカ人の 44 value 価値

6 Major Leaguer メジャーリーグの選手 45 measure(d) …をはかる

7 white 白人の

8 William Shakespeare ウィリアム・シェークスピア

9 president 大統領

10 Nobel Prize(s) ノーベル賞

11 debut デビュー 1 ban …を(公式に)禁止する

12 make one's debut デビューする 2 plastic bag ビニールぶくろ

13 event 出来事 3 reason 理由

14 broke [breakの過去形] 4 nature 自然

15 color (皮ふの)色、有色人種 5 hurt …を傷つける

16 color barrier 人種差別の壁 6 third 第３に

17 open the door to …に機会を与える 7 environment 環境

18 hit 安打を打つ 8 break down 分解する

19 run (本塁まで走って)得点する 9 cheap 安い

20 steal 盗塁する 10 cause(s) …を引き起こす

21 lead …を導く 11 global warming 地球温暖化

22 led [leadの過去・過去分詞形] 12 garbage bag(s) ごみぶくろ

23 lead A to Aを導く 13 waste …をむだに使う

24 championship 優勝 14 resources 資源

25 win …を勝ち取る 15 recycle(d) …を再生する

26 won [winの過去形]

27 rookie 新人選手

28 award 賞

29 rookie award 新人王

30 MVP 最優秀選手

31 All-Star Game(s) オールスターゲーム

32 run(s) (川などが)流れる
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Ｓｐｅａｋｉｎｇ　Ｐｌｕｓ４（Ｐ．６０～６１）

Ｕｎｉｔ６（Ｐ．６２～６６）

Writｉｎｇ　Ｐｌｕｓ２（Ｐ．６８～６９)



16 player 演奏者

1 machine 機械 17 musical instrument 楽器

2 game machine ゲーム機 18 passion 情熱

3 textbook 教科書 19 workshop ワークショップ、講習会

4 enter(s) …に入る 20 soloist 独奏者、ソリスト

21 create(d) …をうみ出す

5 borrow(ed) …を借りる 22 original 独創的な

6 upside 上部 23 unique 独特の

7 upside down 逆さまに 24 drum(s) たいこ、ドラム

8 action game アクションゲーム 25 taiko drum(s) 和だいこ

26 rich 豊かな

27 by himself 彼一人で

28 Carnegie Hall カーネギーホール

29 instruct(ed) …を指導する

30 someday いつか

1 singer 歌手

2 cheer … up …を元気づける

3 the World Cup ワールドカップ 31 erhu 二胡[中国の弦楽器]

4 architect 建築家 32 violin バイオリン

5 design …を設計する 33 women [woman の複数形]

6 astronaut 宇宙飛行士 34 ancient 古来の

7 engineer エンジニア、技術者

8 illustrator イラストレーター

9 draw …をかく

10 nurse 看護師 1 detective 探偵

11 scientist 科学者 2 classmate(s) 同級生

12 view 見方 3 arrow 矢

13 meaningful 意味のある 4 shoot …を射る

14 discover …を発見する 5 shot [shootの過去形]

15 future 未来 6 strange ふしぎな、奇妙な

7 diamond ダイヤモンド

8 tie(d) …を結びつける

9 try to …しようと試みる

10 kill …を殺す

11 answer(ed) 答える

12 check ... out …を調べる
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13 head of the police 警察署長

14 spoke [speakの過去形] 1 artist 芸術家

15 son 息子 2 Arctic 北極圏、北極地方

16 daughter 娘 3 photograph 写真

17 attack(ed) …を襲う 4 Alaska アラスカ

18 robber 強盗 5 catch ひきつける

19 mask 覆面 6 attention 注意

20 as ... as ～ can ～ができるだけ… 7 surround(ed) …を囲む

21 get angry 怒る 8 wilderness 荒野

22 hit …を殴る 9 experience …を経験する

23 be in the hospital 入院中である 10 for himself 自分で、独力で

24 at large とらわれないで 11 mayor 村長

12 come true 実現する

25 jeweler 宝石商

26 call(ed) …を呼び出す 13 among …の中で

27 arrive 着く 14 Inuit イヌイット（の）

28 gone なくなった 15 Alaskan アラスカの

29 nod(ded) うなずく 16 depend on …にかかっている

30 with a smile にっこり笑って 17 hunt 狩りをする

18 meat 肉

31 go on 起こる 19 gather …を集める

32 break into …に侵入する 20 blueberry, blueberries ブルーベリー

33 outside 外で、戸外で 21 human(s) 人

34 arrest 逮捕 22 share(d) …を分かち合う

35 under arrest 逮捕されて 23 land 土地

24 return(ed) 戻る、かえる

25 photographer 写真家

26 severe 厳しい

27 photograph …の写真をとる

28 in the wild 野生の

29 survival 生き残ること

30 taught [teachの過去形]

31 fly(ing) 飛行機で飛ぶ

32 tundra ツンドラ

33 caribou カリブー[北米産のトナカイ]

34 lonely 孤独な

35 vast 広大な

36 incredibly 信じられないほど

中３　Words & Idioms Check 9
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37 freedom 自由

38 wonder 驚き

39 playful 楽しげな

40 polar bear(s) ホッキョクグマ

41 majestic 堂々とした

42 Kamchatka カムチャッカ半島

43 cut …を切る

44 cut ［cutの過去分詞］

45 cut short …を急に終わらせる

46 truly ほんとうに、実に

47 beauty 美しさ

48 change, changing 変わる

49 because of …が原因で

50 glacier 氷河

51 melt とける

52 seal アザラシ

53 habitat 生息地

54 importance 重要性

55 perhaps もしかすると

56 encourage …を勇気づける

57 encourage A to B AにBするように促す
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