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英語 日本語 英語 日本語

1 about 〜について、約 26 appear 現れる

2 across 〜を横切って、〜の向
こう側へ 27 around the world 世界中の（３語）

3 action 演技、行動 28 back 後ろへ、あとへ、帰っ
て

4 actually 実際に（は）、実は 29 bad 悪い、いやな、くさっ
た

5 adult おとな、成人 30 baseball 野球

6 after 〜のあとに（の） 31 basketball バスケットボール

7 afternoon 午後 32 beautiful 美しい、きれいな

8 again もう一度、また、（否
定文で）二度と 33 because （なぜなら）〜だから

9 ago 〜前に 34 because of 〜の理由で、〜のため
に

10 agree 同意する、賛同する 35 become 〜になる

11 all まったく、全部、全て
の 36 before 〜の前に、〜より先に

12 always いつも、常に 37 believe 信じる、ほんとうと思
う

13 also 〜もまた、また 38 between （二つ）の間に

14 among 〜の間に〔の〕 39 birthday 誕生日

15 animal 動物 40 blue 青色（の）

16 another もう一つの、別の 41 boring たいくつな

17 any いくつかの、（否定文
で）一つも 42 bought buyの過去形、過去分

詞形

18 April ４月 43 bread パン、食パン

19 around 〜のまわりを〔に〕、
〜の周囲を 44 break こわす、破る

20 artist 芸術家 45 bring （物を）持ってくる、
（人を）連れてくる

21 ask たずねる、問う 46 broke breakの過去形

22 August ８月 47 brother 兄、弟

23 autumn 秋 48 build 建てる

24 away 離れて、遠くに、別の
場所へ 49 busy 忙しい

25 long ago ずっと前に（２語） 50 buy 買う
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51 call 呼ぶ、名づける 76 country 国、国土

52 came comeの過去形 77 custom 風習、習慣

53 care 世話、保護 78 conclusion 結論

54 take care of 〜の世話をする（３
語） 79 danger 危険

55 carefully 注意深く、慎重に 80 dangerous 危険な、危ない

56 carry 運ぶ、持って行く 81 daughter 娘

57 catch つかまえる、捕る 82 December １２月

58 certainly もちろん、いいとも 83 decide 決心する、決める

59 change 変える、変化する 84 deep 深く

60 check 確認する、調べる 85 delicious おいしい

61 child 子ども 86 dentist 歯医者

62 children childの複数形 87 different ちがった、別の

63 choose 選ぶ 88 difficult 難しい、困難な

64 city 市、都会、町 89 dinner 夕食

65 class 授業、クラス 90 direct 監督する、演出する

66 clean きれいにする、掃除す
る 91 doctor 医者

67 clothes 衣服、服 92 dream 夢、希望

68 cloud 雲 93 drink （水・酒を）飲む

69 color 色 94 during 〜の間（〜の期間）

70 come 来る 95 each それぞれの

71 communicate 連絡する、意思を伝達
する 96 early 早く、早めに

72 compare 比較する 97 earth 大地、地球

73 compare~with… 〜を...と比べる 98 eat 食べる、食事をする

74 completely 完全に、まったく 99 effective 効果的な

75 cook 料理する 100 eight ８（の）
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101 eighteen １８（の） 126 fast （速度が）早く

102 either~or… 〜か...のどちらか 127 father 父

103 eleven １１（の） 128 favorite お気に入りの、大好き
な

104 energy エネルギー 129 February ２月

105 enjoy 楽しむ、〜は楽しいと
思う 130 feel 感じる

106 English 英語 131 festival お祭り、祭日

107 enough 十分な、ちょうどいい
数〔量〕の 132 a few ２〜３の、少数の（２

語）

108 enter 入る 133 find 見つける、見いだす

109 every 毎〜、〜ごとに 134 fine すばらしい、健康な

110 everyone みんな 135 finish 終わらせる、終える

111 everything すべてのこと 136 flower 花

112 exam 試験 137 fly 飛ぶ

113 example 例、実例 138 follow 〜についていく

114 for example たとえば 139 food 食物、食料

115 exciting 興奮させる 140 foreign 外国の

116 expensive 高価な、（値段が）高
い 141 forever 永久に

117 experience 経験する、体験する 142 forget 忘れる、思い出せない

118 explain 説明する 143 Friday 金曜日

119 evening 夕方、晩 144 friend 友人、友達

120 fact 事実 145 fun おもしろいこと、楽し
さ

121 in fact 実は 146 future 未来、将来

122 fall 秋 147 far 遠くに

123 family 家族 148 game 試合、ゲーム

124 famous 有名な 149 garden 畑、庭

125 farm 農場 150 gave giveの過去形
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151 get （〜に）なる、手に入
れる、得る、着く 176 hole 穴

152 get back もどってくる、帰る
（２語） 177 holiday 休暇、休み

153 get off 降りる（２語） 178 home うちへ〔に〕、故郷へ

154 girl 女の子、少女 179 homework 宿題

155 give 与える、あげる 180 hope 希望する、望む

156 global warming 地球温暖化 181 hour １時間、６０分

157 go 行く 182 how about~? 〜はどうですか。〜に
ついてどう思う。

158 go away 行ってしまう、家をあ
ける（２語） 183 how are you? ごきげんいかがです

か。

159 grandfather 祖父 184 How far~? どのくらい遠いの

160 grandmother 祖母 185 How many~? どれほど多くの、いく
つの

161 grandparent 祖父または祖母 186 How much~? 〜はいくらですか

162 green 緑 187 How often~? 何回、どれほど頻繁に

163 grow 栽培する 188 huge 巨大な、ばく大な

164 guitar ギター 189 hundred １００（の）

165 had haveの過去形 190 hungry 空腹の、飢えた

166 hand 手 191 idea 思いつき、考え、アイ
デア

167 happen 起こる、生じる 192 if もし〜ならば

168 happy 幸せ、うれしい 193 important 重要な、重大な

169 hard 難しい、困難な 194 industrial 産業の、工業の

170 have 持っている、ある、持
つ 195 information 情報

171 handout 配布印刷物、プリント 196 be interested in 〜に興味を持っている
（３語）

172 hear 聞こえる、聞く 197 interpreter 通訳者

173 heavy 重い 198 January １月

174 history 歴史 199 Japanese 日本語の、日本人の

175 hold 持つ、にぎる 200 job 職（業）、仕事
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201 join 参加する、入る 226 long 長く、長い間

202 July ７月 227 be located in~ 〜に位置する、〜にあ
る

203 June ６月 228 look 見る、〜に見える

204 just ちょうど、ちょうど今 229 lose 失う、迷う

205 keep 保存する、保つ 230 a lot of たくさんの（３語）

206 keep ~ from … 〜を...から守る（２
語） 231 loud 大きい

207 kind 種類 232 lunch 昼食

208 ~ kind of … 〜種類の… 233 main 主な、主要な

209 know 知っている、知る 234 major 大きな、重要な、一流
の

210 knew knowの過去形 235 make つくる、作り出す

211 known knowの過去分詞形 236 master 主人、住職、和尚

212 lake 湖、湖水 237 May I ~? 〜させていただいてよ
ろしいですか。

213 land 陸地、土地 238 mean 意味する、〜の意味で
ある

214 language 言語、ことば 239 meet 会う、出会う

215 large （広くて）大きい 240 meeting 集まり、集会

216 late 遅い、遅れた 241 memory 思い出

217 learn 学ぶ、習う、知る 242 met meetの過去形、過去
分詞形

218 leave 去る、たつ、残す 243 million 百万の

219 letter 手紙 244 mind 心、精神

220 library 図書館、図書室 245 minute 分

221 life 生活、生命 246 moment ちょっとの時間、瞬間

222 like 〜を好む、〜ような 247 Monday 月曜日

223 listen 聞く、耳を傾ける 248 month 月

224 live 住む、住んでいる、生
きる 249 mountain 山

225 local 地域の、その地方の 250 move 動く、引っ越す、感動
させる
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251 movie 映画 276 open 開く、開ける

252 music 音楽 277 other 他の、別の

253 a minute ちょっとの間 278 some ~ other … 〜もいれば...もいる

254 museum 博物館、美術館 279 over （越えて）向こうへ、
渡って

255 native 生まれ育った 280 over there 向こうに、あそこに

256 near 〜の近くに 281 paint （絵の具で絵を）かく

257 need to ~ 〜する必要がある（２
語） 282 parent 親

258 nervous 臆病な、どきどきして 283 park 公園、遊園地

259 new 新しい、慣れていない 284 a part of ~ 〜の一部（３語）

260 newspaper 新聞 285 peace 平和

261 next 次の、今度の 286 people 人々、国民

262 next to ~ 〜のとなりに 287 phone 電話

263 night 夜、晩、夕方 288 perfect 完全な、申し分ない

264 normal ふつうの、標準の 289 pick up 拾い上げる、拾って片
付ける（２語）

265 nose 鼻 290 picture 写真、絵

266 nothing 何も〜ない、無、ゼロ 291 place 場所

267 November １１月 292 plant 植物、草木

268 occur 起こる 293 pleasure 楽しみ、喜び、ゆかい

269 October １０月 294 police 警察

270 office 事務所、事務室 295 police officer 警察官

271 Of course もちろん（２語） 296 pollution 汚染

272 often しばしば、たびたび 297 popular 人気のある、評判の良
い

273 old 古い、昔の 298 practice 練習する、けいこをす
る

274 once １度、１回 299 prefer （〜のほうを）好む

275 only たった、ほんの、つい 300 problem 問題、課題
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301 product 生産物、製品 326 September ９月

302 program 予定、計画、プログラ
ム 327 show 見せる、示す

303 put 置く 328 sister 姉妹、妹、姉

304 put on 〜を着る、かぶる 329 smile ほほえみ、微笑

305 question 質問、問い 330 social 社会の、社会的な

306 quickly すばやく、速く 331 some いくつかの、多少の

307 quietly 静かに 332 something 何か

308 race 競争、レース 333 sometimes 時々、時には

309 rain 雨、雨がふる 334 soon すぐ、まもなく

310 ran runの過去形 335 space 宇宙

311 reach 〜に着く、到達する、
伸ばす 336 speak to ~ 〜に〔と〕話をする

312 read 読む、読書する 337 sport スポーツ、運動

313 really ほんとうに、実際に、
ほんと 338 spring 春

314 reason 理由、わけ 339 start 始める、発足させる

315 remain （後に）残っている 340 still 今でも、今なお

316 remember 覚えている、忘れてい
ない、思い出す 341 stop 止める、やめる

317 restaurant レストラン、料理店 342 strange 変な、奇妙な

318 right 正しい、まちがってい
ない 343 strong 強い、じょうぶな

319 river 川 344 subject 教科、科目、テーマ

320 run 走る 345 such このような、そのよう
な

321 Saturday 土曜日 346 suddenly 急に、突然

322 save 救う、助ける 347 summer 夏

323 after school 放課後 348 Sunday 日曜日

324 science 理科、自然科学 349 sure もちろん

325 season 季節 350 surprise 驚かせる、びっくりさ
せる



兵庫子ども支援団体　学習支援事業部

8

英語 日本語 英語 日本語

351 take 取る、つかむ、乗る 376 use 使う、利用する

352 take off ~ 〜を脱ぐ 377 vacation 休暇、休み

353 take out ~ 〜を取り出す、〜を持
ち出す 378 vegetable 野菜

354 talk with 〜と話す 379 village 村、村落

355 teach 教える 380 visit 訪れる、訪問する

356 team チーム 381 wait 待つ

357 tell 言う、話す、教える 382 war 戦争、戦い

358 thank 〜に感謝する、ありが
たいと思う 383 warn 〜に警告する、〜に注

意する

359 thing 物、事 384 water 水

360 thousand 1000（の） 385 way 方法、やり方、様子

361 Thursday 木曜日 386 weather 天気、天候

362 together いっしょに 387 Wednesday 水曜日

363 tomorrow あした、あす 388 weekend 週末

364 touch 触れる、さわる 389 western 西の、西部の、西方の

365 traditional 伝統的な、しきたりの 390 while （〜する）間に

366 travel 旅行する、旅をする 391 window 窓

367 treasure 宝物、貴重なもの 392 winter 冬

368 trouble 困った事態、トラブル 393 without 〜なしで、〜なしに

369 ~ type of … 〜の種類〔タイプ〕の
… 394 woman 女性、婦人

370 textbook 教科書 395 write to ~ 〜に手紙を書く

371 under 〜の下に 396 world 世界、世の中

372 understand 理解する、わかる 397 worry 心配する、気をもむ

373 until 〜（する）まで（ずっ
と） 398 worth ~ing 〜するだけの価値があ

る（２語）

374 useful 役に立つ、便利な 399 write 書く、文字を書く

375 usually たいてい、いつもは 400 yesterday きのう（は）


