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中学 1年 

曜日・数字 

日曜日 Sunday  14 fourteen 

月曜日 Monday 15 fifteen 

火曜日 Tuesday 16 sixteen 

水曜日 Wednesday 17 seventeen 

木曜日 Thursday 18 eighteen 

金曜日 Friday 19 nineteen 

土曜日 Saturday 20 twenty 

0 zero 21 twenty-one 

1 one 30 thirty 

2 two 40 forty 

3 three 50 fifty 

4 four 60 sixty 

5 five 70 seventy 

6 six 80 eighty 

7 seven 90 ninety 

8 eight 99 ninety-nine 

9 nine 100 one hundred 

10 ten 101 one hundred one 

11 eleven 200 two hundred 

12 twelve 1,000 one thousand 

13 thirteen 10,000 ten thousand 

 

季節・月・日 

季節 season 6月 June  

月 month 7月 July  

春 spring 8月 August  

夏 summer 9月 September  

秋 fall 10月 October  

冬 winter 11月 November  

1月 January  12月 December  

2月 February  日 day 

3月 March  週 week 

4月 April  月 month 

5月 May  年 year 
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重要単語 

りんご apple ライオン lion 

ケーキ cake 牛乳 milk 

バッグ bag 名前 name 

ねこ cat みかん orange 

街 city 鼻 nose 

犬 dog ペン pen 

たまご egg クイズ quiz 

夕方 evening 部屋 room 

魚 fish 太陽 sun 

女の子 girl テニス tennis 

巨人 giant おじさん uncle 

家 house 制服、ユニホーム uniform 

インターネット Internet  バレーボール volleyball 

アイスクリーム ice cream 腕時計 watch 

ジュース juice 黄色 yellow 

カギ key 動物園 zoo 
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重要単語② 

野球 baseball 新聞紙 newspaper 

サッカー soccer 素晴らしい great 

テニス tennis 一緒に together 

音楽 music 授業、教室 class 

ピアノ piano たくさん many 

日本語、日本人 Japanese  たくさん a lot of 

英語 English ボール ball 

理科 science いくつか some 

数学 math カメラ camera 

とても very much 今日 today 

質問 question 子ども kid 

食べ物 food 次の next 

お茶 tea ここ here 

熱い hot 小さい little 

コーヒー coffee   

しかし but 12歳 twelve years old 

週 week スポーツ sport 

よい good 手 hand 

朝 morning 頭 head 

ペット pet 意味 meaning 

(ふちのない)帽子 cap ときどき sometimes 

箱 box 模擬店、ブース booth 

午後 afternoon 鶏肉 chicken 

朝食 breakfast ～と一緒に with 

コメ rice 香辛料、スパイス spice 

たいてい usually カレー curry 

本当 really 家で at home 

公園 park テーブル table 

リサイクリング recycling コンピューター computer 

鉛筆 pencil 電話 phone 

CD CD 机 desk 

腕時計 watch ちょうど just 

ボトル bottle 後ろ behind 

～もまた also ええっと～ well 

雑誌 magazine 様式、スタイル style 
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重要単語③  

ベッドの上 on the bed いつも always 

壁に on the wall (手段)で by 

机の下に under the desk 地下鉄で by tube 

ベッドのそばに by the bed thisの複数形 these 

兄弟 brother thatの複数形 those 

先生 teacher 申し訳ない sorry 

妹 sister 博物館 museum 

男の子 boy コーヒー coffee 

友達 friend 賢い smart 

いとこ cousin ～だよね？ ~, right? 

クラスメート classmate 漫画で探偵 a detective in comic 

選手 player 多分 maybe 

写真、絵 picture 海 ocean 

家族 family 女性 woman 

お父さん father 男性 man 

お母さん mother 長い long 

今 now 短い short 

映画 movie 髪の毛 hair 

スター、星 star グループ group 

カッコいい cool イルカ dolphin 

時間 time クジラ whale 

12時 twelve o’clock ～の周り around 

昼食 lunch みんな every 

料理 cooking 美しい beautiful 

歌 song 大きい big 

色 color 小さい small 

軽い、光 light 背中、後ろ back 

青い blue 赤ちゃん baby 

白 white 花 flower 

ピンク pink ～についていく follow 

黒 black すべて all 

黄色 yellow 毎年 every year 

こげ茶色 dark brown いつも all the time 

赤 red 放課後 after school 

面白い interesting 夜に in the evening 

場所 place すばらしい wonderful 
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重要単語④ 

図書館 library プレゼント present 

～の後で after ドア door 

夕食 dinner ～してもいいですか。 Can I ~ 

宿題 homework ～してもらえますか。 Can you ~? 

ゲーム game 衣装、ドレス dress 

高く high 世界中で around the world 

驚くべき amazing 声 voice 

～を上げる raise 人気のある popular 

消しゴム eraser かわいい cute 

傘 umbrella 有名な famous 

私のもの mine 歌手 singer 

あなたのもの yours よく often 

人形 doll 歯 tooth (複数は teeth) 

Aのメンバー a member of A (疑問文で)誰か anyone 

動物 animal 娘 daughter 

毎週 every week 息子 son 

ダンス(をする) dance 服 clothes 

スケート(をする) skate 忙しい busy 

スキー(をする) ski 再び again 

速く走る run fast おばあさん grandma 

難しい difficult おじいさん grandpa 

鶴 crane 元気 fine 

Aが上手だ be good at A メッセージ message 

自転車 bike ほとんど almost 

バス bus 準備ができている ready 

車 car それじゃあ then 

電車 train 遅い late 

つづり spell 口 mouth 

紙、新聞 paper 何か something 

取り bird 昨夜 last month 

折る fold 先週 last week 

1枚の A a piece of A 昨夜 last night 

まだ still 10年前 ten years ago 

もの・こと thing 昨日 yesterday 

何度も many times おばさん aunt 

もちろん of course 歴史 history 
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重要単語⑤ 

おもちゃ toy 一生懸命 hard 

他の other なぜなら because 

すぐに soon (時間的に)早く early 

午後 in the afternoon 毎日 every day 

手紙 letter とっても so much 

芸術 art それぞれ each 

チャンス、機会 chance   

 

短縮形 

I am I’m we are we’re 

you are you’re they are they’re 

he is he’s are not aren’t 

she is she’s is not isn’t  

it isの短縮形 it’s am not × 

that isの短縮形 that’s what isの短縮形 what’s 
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動詞 

～に答える answer ～を見る look at 

～に到着する arrive in / at  ～を好きである love 

～を磨く brush ～を開ける open 

～を捕まえる catch (スポーツ)～をする play 

～を掃除する clean 練習する practice 

～を集める collect ～を読む read 

来る come ～に乗る ride 

～を飲む drink 走る run 

～を乾かす dry ～を救う save 

～を食べる eat 言う say 

～を楽しむ enjoy Aを Bに送る send A to B 

～へ行く go to  座る sit 

～を持っている have ～を話す speak 

～を助ける help A のとこに泊まる stay with A 

急ぐ hurry 止まる、止める stop 

ジャンプする jump ～を勉強する study 

～を知っている know 泳ぐ swim 

学ぶ learn Aを Bに持っていく take A to B 

～を見る watch 理解する understand 

～を好きである like ～を訪れる visit 

～を聴く listen to 歩く walk 

～に住む live in  ～を欲しい want 
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文法の確認 

● 代名詞 

 主格(～は、～が) 所有格(～の) 目的格(～を、～に) 所有代名詞(～のもの) 

私 I my me mine 

あなた you your you yours 

彼 he his him his 

彼女 she her her hers 

それ it its it  

私たち we our us ours 

あなたたち you your you yours 

彼ら、彼女ら they their them theirs 

 

● be動詞(is / am / are)の順序 

肯定文：主語＋be動詞 ~. 

否定文：主語＋be動詞＋not ~. 

疑問文：Be動詞＋主語 ~? 

 

● 一般動詞 

肯定文：主語＋動詞 ~ 

否定文：主語＋do not＋動詞の原形 … 

疑問文：Do＋主語＋動詞の原形…? 

疑問詞を伴う疑問文の場合、疑問詞を文の先頭

に持ってくれば良いだけ。 

3人称の時は「does」、過去の時は「did」にする 

 

● 進行形 

肯定：主語＋be動詞＋~ing 

否定：主語＋be動詞＋not＋~ing 

疑問：be動詞＋主語＋~ing 

語尾が「e」の場合「e」をとって~ing (例：write → writing) 

run → running swim → swimming 

sit → sitting stop → stopping 

 

● 複数形の作り方  

通常 

語尾が s,sh,ch,o,xなど 

語尾が<子音＋y> 

語尾が f、fe 

複数単数が同じ 

：語尾に s 

：語尾に es 

：yを iにかえて es 

：f, fe を v に変えて es  leaf→leaves knife→knives を覚え

る 

：fish → fish sheep → sheep 

city → cities box → boxes boy → boys woman → women 

dictionary →dictionaries watch → watches child → children this → these 

country → countries story → stories man → men that → those 
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● 複数形の発音 

語尾の音 発音 例 

「ク」「プ」「フ」「ス」「トゥ」 ス desks, cups 

「ス」「ズ」「シュ」「ジュ」「チ」「ヂ」 ィズ glasses, dishes, watches 

上記以外 ズ pens, apples, bags 

 

● 3人称・単数・現在形のとき 

主語が「I」「you」以外で単数形系の場合「一般動詞に s」を付ける。 

He plays tennis.  (彼はテニスをします) 

 

「s」の作り方は「名詞の複数形」の作り方と同じ 

 

● 命令文  

基本 文の先頭に動詞の原形 Open the window 

丁寧 文の先頭、もしくは文の最後に「please」 Please close the door. 

呼びかけ 文の先頭に呼びかける相手 Ken, open the window. 

否定 文の先頭に「Don’t」 Don’t open the window. 

Let’s 「Let’s＋動詞の原形」で「～しましょう」 Let’s play tennis. 

 

● 疑問詞(疑問詞を伴うときの疑問文の順序も必ず覚える) 

疑問詞＋(名詞)＋be動詞＋主語…?   

疑問詞＋(名詞)＋do / does＋主語＋動詞の原形…? 

what 何 why なぜ 

what time 何時 how どのように 

when いつ how many＋複数名詞 何個、何冊、いくつ 

where どこで how old 何歳 

who だれ how tall どれくらいの高さ 

whose 誰のもの how long どれくらいの長さ 

which どちら how much いくら 

 

● 理由を言うときに使う「because」 

「why」に対する返答の時に使う表現「Because＋主語＋動詞(なぜならば～だから)」 

 

● 助動詞 can(～できる) 

肯定文：主語＋can＋動詞の原形 

否定文：主語＋can’t (can not)＋動詞の原形 

疑問文：Can＋主語＋動詞の原形…? 

 


