
1.意味を言えなければいけない名詞 

cow 雌牛 plane 飛行機 pot ポット

noon 正午 time 時，～回 diary 日記

meal 食事 present プレゼント class 学級，授業

line 線，列 way 道，方法 danger 危険

place 場所 chance 機会 thing こと・物

age 年齢，時代 subject 科目，題目 right 右，権利

face 顔 record レコード hair 髪

mouse はつかねずみ finger 指 meat 肉

dish 皿，料理 arm 腕 shirt シャツ

leg 脚 voice 声 tooth 歯

belt ベルト duck あひる magazine 雑誌

war 戦争 fun 楽しみ trip 旅行

lie 嘘 contest コンテスト culture 文化

success 成功 job 仕事 health 健康

peace 平和 idea 考え rock ロック

mistake 誤り feeling 感覚 hope 希望

plan 計画 future 未来 holiday 休日

date 日付 Christmas クリスマス salt 塩

wood 木材 cloth 布 ice 氷

grass 草 oil 油 nature 自然

planet 惑星 part 部分 gift 贈り物

circle 円 seat 座席 dollar ドル

inside 内側 example 例 law 法律

mile マイル side 側面 kind 種類

pie パイ skirt スカート overcoat オーバー

rat ネズミ mirror 鏡 band バンド

locker ロッカー pants ズボン bar 棒，横木

passport パスポート candle ろうそく shoulder 肩

pork ブタ肉 pig ブタ beer ビール

neck 首 clothes 服 bear クマ

nest 巣 bottle びん grape ブドウ

ticket 切符 fence 塀 century 世紀

goal 得点，ゴール play 劇 training トレイニング

match 試合 concert コンサート tour 小旅行



exam 試験 festival 祭り thought 考え

luck 運 mind 精神 promise 約束

pain 痛み quiz クイズ care 世話，管理

race 競走，人種 stay 滞在 iron 鉄

plant 植物 valley 谷 wave 波

weather 天気 couple 一対 point 点

calendar カレンダー mark 印 juice ジュース

can カン treasure 宝物 poem 詩

price 価格 problem 問題 cent セント

address 住所 energy エネルギー pair 一組

percent パーセント case 場合，容器 matter 問題，

middle 中央 meaning 意味 centimeter センチ

youth 若さ

2.意味を言えなければいけない名詞②

yard 中庭 floor 床，階 bank 銀行，土手

country
国，いなか，

地方
field

野原，競技

場
village 村

office 事務所 gate 門 bath 風呂

building 建物 bridge 橋 farm 農場

ground 地面 college 大学 top 頂上

island 島 factory 工場 corner かど

land 陸地，土地 hill 丘 center 中央

capital 首都 space 宇宙 pond 池

beach 砂浜 theater 劇場 gym 体育館

tower 塔 restaurant レストラン

3,意味を言えなければいけない名詞③

citizen 市民 clerk 店員 wife 妻

farmer 農場主 sailor 船員 guest 客

fan ファン person 人 stranger 見知らぬ人

host 主人 engineer エンジニア guide 案内人

pal 友だち neighbor 隣人 prince 王子

cousin いとこ



4,意味を言えなければいけない動詞

arrive 到着する get
得る，着く，

乗る
move 動く，感動させる

put 置く collect 集める send 送る

try 試す leave
去る，残す，

置いて行く
make 作る，～を～にする

need 必要とする find

見 つ け

る，～とわ

かる

decide 決心する

hope 望む thank 感謝する feel 感じる

remem

ber

思い出す，覚えて

いる
imagine 想像する excuse 許す

wish 望む believe 信じる grow

成長する，になる，

増加する，

育てる，栽培する

shout 叫ぶ ask
たずねる，

頼む
hold

握る，開催する，差

し出す

climb 登る enter 入る cry 泣く

die 死ぬ pay 支払う carry 運ぶ

lose 失う，負ける lend 貸す kill 殺す

borrow 借りる close 閉じる advise 忠告する，助言する

rest 休息する turn

曲がる，回

る，変化す

る

bring 持って来る

join 参加する invite 招待する spend 費やす，過ごす

win 勝つ build 建てる practice 練習する

take

(時間が)かかる，

連れて行く，持っ

ていく，取る

mean 意味する pass
過ぎる，合格する，

手渡す

order 注文する please
気に入る，

喜ばせる
sound

(～のように)聞こえ

る

explain 説明する cross 横切る lie 横たわる，～にある

select 選ぶ touch
触れる，感

動する
save

救う，とっておく，

節約する

miss 間違う，いなくて succeed 成功する receive 受け取る



さみしく思う

introdu

ce

紹介する，初めて

伝える
exercise 練習する return 帰る

train 訓練する cover おおう marry 結婚する

belong ものである break 壊れる，破る

5.意味を言えなければいけない形容詞

wise 賢い next 次の，隣の heavy 重い

rich
金持ちの，

豊かな
true ほんとうの warm 温暖な

famous 有名な fine

すばらしい，

元気な，晴れ

た

sick 病気で(の)

busy 忙しい careful 注意深い sorry 残念な

junior
年下の，下

級の
glad うれしい honest 正直な

hungry 空腹の poor

貧乏な，かわ

いそうな，不

十分な

ill 病気の

clever 利口な loud (声の)大きい tired 疲れて

angry 怒って free
自由な，ひま

な
foolish 愚かな

strange 奇妙な useful 役に立つ usual 通常の

afraid 恐れて other ほかの each おのおのの

absent 欠席の popular 人気のある full いっぱいの

own 自分の sure 確信して weak 弱い

bright 明るい enough 十分な same 同じ

important 重要な such そのような low 低い

past 過去の main 主な interesting おもしろい

interested
興 味 の あ

る
healthy 健康な peaceful 平和な

necessary 必要な wild 荒々しい，野生の outside 外側の

back
裏の，後ろ

の
noisy 騒がしい quick 速い



unhappy 不幸な excited 興奮した silent 静かな

daily 毎日の delicious おいしい real ほんとうの

exciting
興 奮 さ せ

る
wrong

間違った，ぐ

あいが悪い
safe 安全な

another

ほかの，

も う ひ と

つの

then

それから，そ

のとき，

それでは

tonight 今夜(は)

twice ２回 ever 今まで still まだ

once
かつて，１

度
quickly すばやく straight まっすぐに

away 離れて across
横にさし渡

し，横切って
everywhere どこでも

abroad 外国へ round まわりに(を) almost ほとんど

maybe おそらく else そのほかに quietly 静かに

carefully 注意深く alone
ひとりきり

で
really 本当に

hard いっしょうけんめい

6.意味を言えなければいけない副詞

later 後で soon すぐに

again 再び together 一緒に

how
ど の よ

うに
also もまた

7.意味を言えなければいけない代名詞

something 何か someone だれか most ほとんど



nobody
だれも～

ない
nothing

何 も ～ な

い
everybody だれでもみな

8.意味を言えなければいけない接続語

if もし although であるけれど while ～する間

though だけれども between ～と～の間 during
～の間，～

を通じて

1.意味を言えなければいけない名詞 

cow plane pot

noon time diary



meal present class

line way danger

place chance thing

age subject right

face record hair

mouse finger meat

dish arm shirt

leg voice tooth

belt duck magazine

war fun trip

lie contest culture

success job health

peace idea rock

mistake feeling hope

plan future holiday

date Christmas salt

wood cloth ice

grass oil nature

planet part gift

circle seat dollar

inside example law

mile side kind

pie skirt overcoat

rat mirror band

locker pants bar

passport candle shoulder

pork pig beer

neck clothes bear

nest bottle grape

ticket fence century

goal play training

match concert tour

exam festival thought

luck mind promise

pain quiz care



race stay iron

plant valley wave

weather couple point

calendar mark juice

can treasure poem

price problem cent

address energy pair

percent case matter

middle meaning centimeter

youth

2.意味を言えなければいけない名詞②

yard floor bank

country field village

office gate bath

building bridge farm

ground college top

island factory corner

land hill center

capital space pond

beach theater gym

tower restaurant

3,意味を言えなければいけない名詞③

citizen clerk wife

farmer sailor guest

fan person stranger

host engineer guide

pal neighbor prince

cousin

4,意味を言えなければいけない動詞



arrive get move

put collect send

try leave make

need find decide

hope thank feel

remem

ber
imagine excuse

wish believe grow

shout ask hold

climb enter cry

die pay carry

lose lend kill

borrow close advise

rest turn bring

join invite spend

win build practice

take mean pass

order please sound

explain cross lie

select touch save

miss succeed receive

introdu

ce
exercise return

train cover marry

belong break

5.意味を言えなければいけない形容詞

wise next heavy

rich true warm

famous fine sick



busy careful sorry

junior glad honest

hungry poor ill

clever loud tired

angry free foolish

strange useful usual

afraid other each

absent popular full

own sure weak

bright enough same

important such low

past main interesting

interested healthy peaceful

necessary wild outside

back noisy quick

unhappy excited silent

daily delicious real

exciting wrong safe

another then tonight

twice ever still

once quickly straight

away across everywhere

abroad round almost

maybe else quietly

carefully alone really

hard

6.意味を言えなければいけない副詞

later soon



again together

how also

7.意味を言えなければいけない代名詞

something someone most

nobody nothing everybody

8.意味を言えなければいけない接続語

if although while

though between during


