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● 曜日・数字 

一月 January 12 twelve 第 12の twelfth 

二月 February 13 thirteen 第 13の thirteenth 

三月 March 14 fourteen 第 14の fourteenth 

四月 April 15 fifteen 第 15の fifteenth 

五月 May 16 sixteen 第 16の sixteenth 

六月 June 17 seventeen 第 17の seventeenth 

七月 July 18 eighteen 第 18の eighteenth 

八月 August 19 nineteen 第 19の nineteenth 

九月 September 20 twenty 第 21の twenty-first 

十月 October 30 thirty 第 22の twenty-second 

十一月 November 40 forty 第 23の twenty-third 

十二月 December 50 fifty 第 24の twenty-fourth 

日曜日 Sunday 60 sixty 第 25の twenty-fifth 

月曜日 Monday 70 seventy 第 26の twenty-sixth 

火曜日 Tuesday 80 eighty 第 27の twenty-seventh 

水曜日 Wednesday 90 ninety 第 28の twenty-eighth 

木曜日 Thursday 100 hundred 第 29の twenty-ninth 

金曜日 Friday 1,000 thousand 第 30の thirtieth 

土曜日 Saturday 10,000 ten thousand 年 year 

０ zero 1,000,000 million 月 month 

１ one 第１の first 週 week 

２ two 第２の second 日 day 

３ three 第３の third 季節 season 

４ four 第４の fourth 春 spring 

５ five 第５の fifth 夏 summer 

６ six 第６の sixth 秋 fall, autumn 

７ seven 第７の seventh 冬 winter 

８ eight 第８の eighth 天気 weather 

９ nine 第９の ninth 曇りの cloudy 

10 ten 第 10の tenth 晴れの sunny 

11 eleven 第 11の eleventh 雨の rainy 
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● 規則動詞 

～に答える answer ～を練習する practice 

～をたずねる ask ～を見せる show 

～を呼ぶ call 笑う smile 

～を運ぶ carry ～を始める start 

～を掃除する clean ～に滞在する stay at / in 

泣く cry 止まる stop 

～を決定する decide ～を勉強する study 

～を楽しむ enjoy ～について話す talk about 

～を助ける help ～に感謝する thank 

～を望む hope ～に挑戦する try 

～を学ぶ learn ～を回す turn 

～を好き like ～を使う use 

～に住む live in ～を訪れる visit 

～を聴く listen to ～を待つ wait for 

～を見る look at ～を欲しい want 

～を必要とする need 働く work 

(スポーツなどを)する play ～を心配する worry about 
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● 不規則動詞 

意味 原形(現在形) 過去形 過去分詞 

～です be(am, is) was been 

～です be(are) were been 

～を始める begin began begun 

する do, does did done 

～を食べる eat ate eaten 

～をあげる give gave given 

行く go went gone 

～を知っている know knew known 

～を見る see saw seen 

～を話す speak spoke spoken 

～を取る take took taken 

～を書く write wrote written 

～を買う buy bought bought 

～を捕まえる catch caught caught 

～を見つける find found found 

～を手に入れる get got got 

～を持っている have, has had had 

～が聞こえる hear heard heard 

～を立ち去る leave left left 

～を作る make made made 

～を意味する mean meant meant 

言う say said said 

座る sit sat sat 

立つ stand stood stood 

話す、伝える tell told told 

思う think thought thought 

理解する understand understood understood 

～になる become became become 

来る come came come 

走る run ran run 

読む read read read 
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● 名詞① 

両親 parents 駅 station 

お父さん father レストラン restaurant 

お母さん mother 場所 place 

兄、弟、兄弟 brother 学校 school 

姉、妹、姉妹 sister 空間、宇宙 space 

おじさん uncle 山 mountain 

おばさん aunt 川 river 

息子 son 国 country 

娘 daughter 日本 Japan 

男の子 boy アメリカ America  

女の子 girl 中国 China 

男性 man オーストラリア Australia  

女性 woman 英語 English  

人 person 日本語 Japanese  

人々 people 中国語 Chinese  

生徒 student 時間 time 

先生 teacher 朝 morning 

友達 friend 昼 afternoon 

子ども child 夜 night 

選手 player 昨日 yesterday 

科学者 scientist 今日 today 

ボランティア volunteer 明日 tomorrow 

だれか someone 歴史 history 

だれでも、みんな everyone スポーツ sport 

家族 family サッカー soccer 

家 house 野球 baseball 

クラス class バスケットボール basketball 

グループ group テニス tennis 

メンバー member バレーボール volleyball 

市、都市 city チーム team 

町 town 海 sea 

部屋 room 世界 world 

公園 park 地球 earth 

博物館 museum 映画 movie 

図書館 library 木 tree 
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● 名詞② 

本 book 食べ物 food 

質問 question お茶 tea 

問題 problem 水 water 

情報 information 動物 animal 

考え idea 花 flower 

バス bus 鳥 bird 

車 car 歌 song 

自転車 bike 祭り festival 

電車 train 店 Store, shop 

旅行 travel 言葉 word 

行事・出来事 event 紙 paper 

仕事 work, job 手 hand 

道、方法 way 明かり、光 light 

音楽 music もの、こと thing 

音 sound 文化 culture 

ゲーム game 昼飯 lunch 

何か something 夕飯 dinner 

生活、命 life 物語 story 

コース、進路 course 将来 future 

夢 dream お金 money 

写真、絵 picture 腕時計 watch 
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● 形容詞・副詞 

若い young 一緒に together 

年寄りの old 外国の foreign 

新しい new すぐに、間もなく soon 

古い old ここ here 

大きい big large そこ there 

小さい small それぞれの each 

よい good いくつかの some 

悪い bad ただ一つの only 

長い long 他の other 

短い short 別の、もう一つの another 

高い high すべての、どの～も every 

低い low 最後の、この前の last 

明るい light 再び again 

暗い dark 次、次に next 

強い strong 本当に really 

(時間的に)早い early 正しい、右の right 

(スピードが)速い fast とても very 

同じ same 例 example 

違った different いつも always 

難しい difficult たいてい usually 

簡単な easy よく often 

熱心に hard ときどき sometimes 

有名な famous 重要な important 

人気のある popular 幸せな happy 

美しい beautiful 素晴らしい great 

面白い interesting お気に入りの favorite 

親切な kind すてきな nice 

十分な enough 役立つ useful 
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● 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＋主語＋動詞の原形…? 

what 何 how どのように 

what time 何時 how many＋複数名詞 何個、何冊、いくつ 

when いつ how old 何歳 

where どこで how tall どれくらいの高さ 

who だれ how long どれくらいの長さ 

whose 誰のもの how much いくら 

which どちら how about ~ ~はどうですか 

why なぜ Why don’t you＋V原 ～してはどうですか 

 

● 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 

※ 「お父さんの」「トムの」など代名詞以外の単語で「～の」とする場合は「father’s」「Tom’s」

などアポストロフィの sを付ける。 

 


