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1 1（の） one ワン 83 人々 people ピープル

2 2（の） two トゥー 84 男の人 man マン

3 3（の） three スリー 85 女の人 woman ウマン

4 4（の） four フォー 86 男の子 boy ボーイ

5 5（の） five ファイヴ 87 女の子 girl ガール

6 6（の） six スィックス 88 友達 friend フレンド

7 7（の） seven セヴン 89 山 mountain マウンテン

8 8（の） eight エイト 90 川 river リヴァ

9 9（の） nine ナイン 91 海 sea スィー

10 10（の） ten テン 92 湖 lake レイク

11 11（の） eleven イレヴン 93 水 water ウォタァ

12 12（の） twelve トゥウェルヴ 94 花 flower フラウア

13 13（の） thirteen サーティーン 95 動物 animal アニマル

14 14（の） fourteen フォーティーン 96 鳥 bird バード

15 15（の） fifteen フィフティーン 97 空 sky スカイ

16 16（の） sixteen スィックスティーン 98 太陽 sun サン

17 20（の） twenty トゥウェンティ 99 月 moon ムーン

18 21（の） twenty-one トウェンティワン 100 星 star スタァ

19 30（の） thirty サーティ 101 天気、天候 weather ウェザァ

20 40（の） forty フォーティ 102 雪 snow スノウ

21 100（の） hundred ハンドレッド 103 雨 rain レイン

22 1000（の） thousand サウザンド 104 雲 cloud クラウド

23 1番目（の） first ファースト 105 風 wind ウィンド

24 2番目（の） second セカンド 106 晴れの、晴れた sunny サニィ

25 3番目（の） third サード 107 曇りの、曇った cloudy クラウディ

26 4番目（の） fourth フォース 108 雨降りの rainy レイニィ

27 5番目（の） fifth フィフス 109 風の強い windy ウィンディ

28 6番目（の） sixth スィックスス 110 世界 world ワールド

29 7番目（の） seventh セヴンス 111 国 country カントリィ

30 8番目（の） eighth エイス 112 市 city シティ

31 9番目（の） ninth ナインス 113 町 town タウン

32 10番目（の） tenth テンス 114 村 village ヴィレッジ

33 11番目（の） eleventh イレヴンス 115 公園 park パーク

34 12番目（の） twelfth トゥウェルヴス 116 図書館 library ライブラリィ

35 20番目（の） twentieth トゥウェンティス 117 駅 station ステイション

36 年 year イヤー 118 店 store ストア

37 季節 season シーズン 119 家 house ハウス

38 月 month マンス 120 建物 building ビルディング

39 週 week ウイーク 121 学校 school スクール

40 春 spring スプリング 122 大学 college カレッジ

41 夏 summer サマー 123 朝食 breakfast ブレクファスト

42 秋 fall フォール 124 昼食 lunch ランチ

43 冬 winter ウインター 125 夕食、ディナー dinner ディナァ

44 1月 January ジャヌアリィ 126 食べ物 food フード

45 2月 February フェブルェリィ 127 くだもの fruit フルート

46 3月 March マーチ 128 パン bread ブレッド

47 4月 April エイプリル 129 台所、キッチン kitchen キッチン

48 5月 May メイ 130 庭園 garden ガードゥン

49 6月 June ジューン 131 庭園 yard ヤード

50 7月 July ジュライ 132 ドア door ドア

51 8月 August オーガスト 133 窓 window ウィンドウ

52 9月 September セプテムバー 134 机 desk デスク

53 10月 October アクトウバー 135 テーブル table テイブル

54 11月 November ノウヴェムバー 136 いす chair チェア

55 12月 December ディッセムバー 137 辞書 dictionary ディクショナリィ

56 月曜日 Monday マンデイ 138 絵、写真 picture ピクチァ

57 火曜日 Tuesday チューズデイ 139 手紙 letter レタァ

58 水曜日 Wednesday ウエンズデイ 140 コンピューター computer コムピュータ

59 木曜日 Thursday サーズデイ 141 Ｅメール e-mail イーメイル

60 金曜日 Friday フライデイ 142 インターネット Internet インターネット

61 土曜日 Saturday サタデイ 143 携帯電話 cell phone セルフォン

62 今日 today トゥデイ 144 言語 language ランゲージ

63 昨日 yesterday イエスタデイ 145 ことば、単語 word ワード

64 明日 tomorrow トゥモロウ 146 質問 question クエスチョン

65 朝、午前 morning モーニング 147 スポーツ sport スポート

66 正午 noon ヌーン 148 休暇、休日 vacation ヴァケイション

67 午後 afternoon アフタヌーン 149 祝日、休日 holiday ホリデイ

68 夕方、晩、夜 evening イヴニング 150 ～の向こう側に across アクロス

69 夜 night ナイト 151 ～の間に between ビトウィーン

70 時間 hour アウワ 152 ～の中で among アマング

71 分 minute ミニット 153 ～を通して through スルー

72 家族 family ファミリー 154 ～の間中 during デュアリング

73 子ども child チャイルド 155 ～まで（ずっと） until アンティル

74 親 parent ペアレント 156 ～として as アズ

75 母、お母さん mother マザァ 157 ～のような（に） like ライク

76 父、お父さん father ファーザァ 158 ～と、～のある with ウイズ

77 姉妹、姉、妹 sister シスタァ 159 ～なしに without ウイズアウト

78 兄弟、兄、弟 brother ブラザァ 160 美しい beautiful ビューティフル

79 祖母 grandmother グランマザァ 161 きれいな pretty プリティ

80 祖父 grandfather グランファーザァ 162 おもしろい interesting インタレスティング

81 娘 daughter ドータァ 163 重要な important イムポータント

82 むすこ son サン 164 有名な famous フェイマス
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165 おいしい delicious デリシャス 247 おば aunt アント

166 興奮した excited エキサイトィッド 248 オーストラリア Australia オーストレイリア

167 わくわくさせる exciting エキサイティング 249 赤ちゃん baby ベイビィ

168 お気に入りの favorite フェイヴァリッド 250 戻って back バック

169 外国の foreign フォーリン 251 銀行 bank バンク

170 役立つ useful ユースフル 252 ほえる bark バーク

171 すばらしい wonderful ワンダフル 253 野球場 baseball stadium ベイズボールスタディアム

172 人気のある popular ポピュラー 254 バスケットボール basketball バスケットボール

173 確信して sure シュァー 255 becomeの過去形 became ビケイム

174 用意ができて ready レディ 256 ～なので because ビコーズ

175 十分な enough イナフ 257 ～になる become ビカム

176 親切な kind カインド 258 beの過去分詞 been ビーン

177 強い strong ストロング 259 beginの過去形 began ビギャン

178 いつも always オールウェイズ 260 始まる、始める begin ビギン

179 ふつう、たいてい usually ユージュアリィ 261 ～の後ろに behind ビハインド

180 よく、たびたび often オーフン 262 信じる believe ビリーヴ

181 ときどき sometimes サムタイムズ 263 誕生日 birthday バースデイ

182 もう、すでに already オーレディ 264 黒（い） black ブラック

183 外国に（へ） abroad アブロード 265 青（い） blue ブルー

184 再び、また again アゲイン 266 ゆでる boil ボイル

185 ほとんど almost オルモウスト 267 書店、本屋 bookstore ブックストア

186 のちに、あとで later レイタァ 268 借りる borrow ボロウ

187 (未来の）いつか someday サムデイ 269 両方、2人とも both ボウス

188 いっしょに together トゥゲザァ 270 びん bottle ボトル

189 たずねる、聞く ask アスク 271 buyの過去形・過去分詞 bought ボート

190 答える answer アンサー 272 ブラジル Brazil ブラズィル

191 あける、開く open オウプン 273 橋 bridge ブリッジ

192 閉じる、閉める close クロウズ 274 持ってくる bring ブリング

193 立つ、立っている stand スタンド 275 break（こわす）の過去形 broke ブロウク

194 すわる sit スィット 276 breakの過去分詞 broken ブロウクン

195 売る sell セル 277 bringの過去形・過去分詞 brought ブロート

196 買う buy バイ 278 建てる build ビルド

197 正しい right ライト 279 buildの過去形・過去分詞 built ビルト

198 まちがった wrong ロング 280 バター butter バター

199 簡単な easy イーズィー 281 ①電話する②（～を）…と呼ぶ call コール

200 難しい difficult ディフィカルト 282 comeの過去形 came ケイム

201 同じ same セイム 283 カメラ camera キャメラ

202 ちがう different ディファレント 284 ①[可能]～できる②[許可]～してもよい can キャン

203 熱い、暑い hot ホット 285 カナダ Canada カナダ

204 冷たい、寒い cold コウルド 286 キャンディー candy キャンディ

205 暖かい、温かい warm ウォーム 287 （ふちのない）ぼうし cap キャップ

206 涼しい cool クール 288 注意深い careful ケアフル

207 忙しい busy ビズィー 289 運ぶ、持っていく carry キャリィ

208 ひまな free フリー 290 ①間に合う②つかまえる catch キャッチ

209 大きい large ラージ 291 catchの過去形・過去分詞 caught コート

210 小さい small スモール 292 チーズ cheese チーズ

211 大きい big ビッグ 293 childの複数形 children チルドレン

212 小さい little リトル 294 中国 China チャイナ

213 古い old オウルド 295 ①中国語（の）②中国（人）の Chinese チャイニーズ

214 新しい new ニュウ 296 同級生、クラスメート classmate クラスメイト

215 若い young ヤング 297 教室 classroom クラスルーム

216 長い long ロング 298 ①動・掃除する②形・きれいな clean クリーン

217 短い short ショート 299 登る climb クライム

218 よい、すぐれた good グッド 300 時計 clock クロック

219 悪い bad バッド 301 コーヒー coffee カフィ

220 早く early アーリィ 302 硬貨 coin コイン

221 遅く late レイト 303 集める collect コレクト

222 速く、急いで quickly クイックリィ 304 色 color カラー

223 ゆっくりと slowly スロウリィ 305 意思を通じ合う communicate コミュニケイト

224 ～（より）前に（の） before ビフォー 306 コンサート concert コンサート

225 ～のあと after アフタァ 307 続ける continue コンティニュー

226 ～に反対して against アゲインスト 308 料理する cook クック

227 ～に賛成して for フォー 309 クッキー cookie クッキー

228 住所 address アドレス 310 角 corner コーナー

229 年齢 age エイジ 311 canの過去形 could クドゥ

230 賛成する、同意する agree アグリー 312 いとこ cousin カズン

231 空気 air エア 313 おおう cover カヴァ

232 アルバム album アルバム 314 泣く cry クライ

233 ひとりで alone アロウン 315 文化 culture カルチャー

234 ～に沿って along アロング 316 かわいい cute キュート

235 ～だけれども although ゾウ 317 踊る dance ダンス

236 アメリカ（合衆国） America アメリカ 318 危険な dangerous デインジャラス

237 アメリカ（人）の American アメリカン 319 暗い dark ダーク

238 怒った、腹を立てた angry アングリィ 320 決心する、きめる decide ディサイド

239 もう1人、もう1つのもの another アナザァ 321 ダイアモンド diamond ダイアモンド

240 だれか anyone エニワン 322 死ぬ die ダイ

241 いつでも anytime エニタイム 323 ①皿②料理 dish ディッシュ

242 とにかく anyway エニウェイ 324 医者 doctor ドクタァ

243 りんご apple アプル 325 人形 doll ドール

244 ～のまわりに around アラウンド 326 doの過去分詞 done ダン

245 美術 art アート 327 drinkの過去形 drank ドラェンク

246 eatの過去形 ate エイト 328 （線で絵を）描く draw ドロー
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329 夢 dream ドリーム 411 仕事 job ジョブ

330 ドレス、洋服 dress ドレス 412 加わる join ジョイン

331 飲む drink ドリンク 413 ジュース juice ジュース

332 運転する drive ドライヴ 414 跳ぶ jump ジャムプ

333 ドラム、太鼓 drum ドラム 415 ちょうど、たった今 just ジャスト

334 drinkの過去分詞 drunk ドランク 416 （～を）…（の状態）にしておく、保つ keep キープ

335 それぞれ、めいめい each イーチ 417 keepの過去形・過去分詞 kept ケプト

336 （the～で）地球 earth アース 418 台所 kitchen キッチン

337 容易に、簡単に easily イーズィリィ 419 knowの過去形 knew ニュウ

338 eatの過去分詞 eaten イートゥン 420 ナイフ knife ナイフ

339 卵 egg エッグ 421 knowの過去分詞 known ノウン

340 ～もまた（…ない） either イーザァ 422 コアラ koala コアラ

341 イングランド England イングランド 423 夫人、女の人 lady レイディ

342 入る enter エンタァ 424 ①この前の、昨～、先～②最後の last ラスト

343 消しゴム eraser イレイサァ 425 葉 leaf リーフ

344 ヨーロッパ Europe ヨーロップ 426 学ぶ、簿得る learn ラーン

345 今までに ever エヴァ 427 去る、たつ、出る leave リーヴ

346 だれでも（みな）[everyoneより口語的] evebody エヴリバディ 428 ①leaveの過去形・過去分詞②左（に、へ） left レフト

347 試験 exam イグザム 429 脚 leg レッグ

348 値段が高い、高価な expensive イクスペンスィブ 430 レモン lemon レモン

349 目 eye アイ 431 貸す lend レンド

350 速く fast ファスト 432 生活、人生 life ライフ

351 お願い、好意 favor フェイヴァ 433 持ち上げる lift リフト

352 ～と感じる feel フィール 434 ライオン lion ライオン

353 foot（足）の複数形 feet フィート 435 かぎをかける lock ロック

354 feelの過去形・過去分詞 felt フェルト 436 ロンドン London ロンドン

355 祭り festival フェスティヴァル 437 ～に見える look ルック

356 ほとんど～ない few フュー 438 lose（なくす）の過去形・過去分詞 lost ロスト

357 とうとう、ついに finally ファイナリィ 439 愛する、大好きである love ラヴ

358 ①見つける②（～が）…と分かる find ファインド 440 運がよい lucky ラッキィ

359 終える finish フィニッシュ 441 mkeの過去形・過去分詞 made メイド

360 ①名・魚（複数形も同じ形）②動・釣りをする fish フィッシュ 442 雑誌 magazine マガズィーン

361 床 floor フロア 443 ①作る②（～を）…にする make メイク

362 飛ぶ fly フライ 444 地図 map マップ

363 忘れる forget フォーゲット 445 数学 math マス

364 findの過去形・過去分詞 found ファウンド 446 ①[許可]～してもよい②[推量]～かもしれない may メイ

365 フランス France フランス 447 意味する mean ミーン

366 フランス語 French フレンチ 448 意味する meaning ミーニング

367 おもしろいこと、楽しみ fun ファン 449 肉 meat ミート

368 将来、未来 future フューチャァ 450 会う meet ミート

369 試合、ゲーム game ゲイム 451 ミーティング、会合 meeting ミーティング

370 giveの過去形 gave ゲイヴ 452 manの複数形 men メン

371 ドイツ Germany ジャーマニィ 453 伝言、メッセージ message メッセイジ

372 ①もらう、買う、取ってくる②～になる get ゲット 454 meetの過去形・過去分詞 met メット

373 与える give ギヴ 455 （乗り物に）乗り遅れる miss ミス

374 giveの過去分詞 given ギヴン 456 間違い mistake ミステイク

375 うれしい glad グラッド 457 お金 money マニィ

376 コップ、グラス glass グラス 458 月 moon ムーン

377 （複数形で）めがね glasses グラスィズ 459 ～山 Mt.～ マウント

378 goの過去分詞 gone ゴーン 460 博物館、美術館 museum ミューズィアム

379 getの過去形・過去分詞 got ゴット 461 音楽家 musician ミューズィシャン

380 学年 grade グレイド 462 ①～しなければならない②～にちがいない must マスト

381 祖父 grandfather グランファーザァ 463 私自身 myself マイセルフ

382 祖母 grandmother グランマザァ 464 ①名・名前②動・（～を）…と名付ける name ネイム

383 ぶどう grape グレイプ 465 自然 nature ネイチャー

384 推測する guess ゲス 466 ～の近くに near ニア

385 ギター guitar ギター 467 必要とする need ニード

386 haveの過去形・過去分詞 had ハド 468 ①決して～ない②１度も～ない never ネヴァ

387 髪の毛、毛 hair ヘア 469 ニューヨーク New York ニューヨーク

388 起こる happen ハプン 470 ニュージーランド New Zealand ニュージーランド

389 一生懸命に、熱心に hard ハード 471 知らせ、ニュース news ニューズ

390 ハワイ Hawaii ハワイ 472 新聞 newspaper ニューズペイパァ

391 健康 health ヘルス 473 次に next ネクスト

392 hearの過去形・過去分詞 heard ハード 474 だれも～ない nobody ノウバディ

393 重い heavy ヘヴィ 475 看護師 nurse ナース

394 彼女自身 herself ハーセルフ 476 1度 once ワンス

395 かくれる hide ハイド 477 他の人々[もの] others アザァズ

396 高い high ハイ 478 外へ出て out アウト

397 丘 hill ヒル 479 ①副・終わって②前・（離れて）～の（真）上に over オウヴァ

398 彼自身 himself ヒムセルフ 480 ①（絵の具で絵を）描く②ペンキを塗る paint ペイント

399 歴史 history ヒストリィ 481 ①紙②レポート paper ペイパァ

400 趣味 hobby ホビィ 482 パーティー party パーティ

401 香港 Hong Kong ホンコン 483 ①手渡す②合格する pass パス

402 望む hope ホウプ 484 平和 peace ピース

403 病院 hospital ハスピタル 485 ペン pen ペン

404 空腹な hungry ハングリィ 486 ブタ pig ピッグ

405 考え idea アイディア 487 パイロット pilot パイロット

406 もし～ならば if イフ 488 計画 plan プラン

407 紹介する introduce イントロデュース 489 飛行機 plane プレイン

408 招待する invite インヴァイト 490 （スポーツを）する人 player プレイヤー

409 日本 Japan ジャパン 491 池 pond ポンド

410 ①日本語（の）②日本（人）の Japanese ジャパニーズ 492 プール pool プール
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493 貧しい poor プア 575 話す talk トーク

494 人口 population ポピュレイション 576 ①背の高い②（建物が）高い tall トール

495 じゃがいも potato ポテイトウ 577 teachの過去形・過去分詞 taught トート

496 練習する practice プラクティス 578 タクシー taxi タクシィ

497 プレゼント present プレゼント 579 紅茶、お茶 tea ティー

498 守る protect プロテクト 580 toothの複数形 teeth ティース

499 置く（過去形・過去分詞も同じ形） put プット 581 話す tell テル

500 静かな quiet クワイエット 582 寺 temple テムプル

501 ラジオ radio レイディオウ 583 テスト test テスト

502 ①名・雨②動・雨が降る rain レイン 584 これらの these ディーズ

503 上げる raise レイズ 585 もの、こと thing スィング

504 runの過去形 ran ラェン 586 それらの、あれらの those ゾウズ

505 着く reach リーチ 587 ～だけれども though ゾウ

506 読む（過去形・過去分詞も同じ形） read レッド 588 thinkの過去形・過去分詞 thought ソート

507 よくわかる realize リアライズ 589 チケット、切符 ticket ティケット

508 受け取る receive レシーヴ 590 ①前・～まで（ずっと）②接・～するまで（ずっと） till ティル

509 赤（い） red レッド 591 疲れた tired タイアード

510 覚えている remember リメムバァ 592 tellの過去形・過去分詞 told トウルド

511 レポート、報告書 report リポート 593 今夜（は） tonight トィナイト

512 レストラン restaurant レストラント 594 ①～もまた②～すぎる too トゥー

513 返す return リターン 595 takeの過去形 took トゥック

514 ごはん、米 rice ライス 596 歯 tooth トゥース

515 金持ちの、裕福な rich リッチ 597 タワー tower タワー

516 屋根 roof ルーフ 598 おもちゃ toy トイ

517 走者 runner ランナー 599 伝統的な traditional トラディショナル

518 悲しい sad サド 600 列車、電車 train トレイン

519 sayの過去形・過去分詞 said セド 601 旅行する travel トラヴェル

520 sitの過去形・過去分詞 sat サット 602 木 tree トゥリィ

521 seeの過去形 saw ソー 603 ズボン trousers トラウザーズ

522 科学、理科 science サイエンス 604 本当の、真実の true トゥルー

523 海 sea スィー 605 Ｔシャツ T-shirts ティーシャーツ

524 ①見る②会う see スィー 606 ①曲がる②～になる turn ターン

525 seeの過去分詞 seen スィーン 607 ①２度、２回②２倍 twice トゥワイス

526 送る send センド 608 タイプ、型 type タイプ

527 輝く shine シャイン 609 台風 typhoon タイフーン

528 シャツ shirt シャート 610 おじ uncle アンクル

529 店 shop ショップ 611 理解する understand アンダスタンド

530 ～すべきである should シュド 612 （the～で）アメリカ合衆国 United States ユナイテッドステイツ

531 見せる show ショウ 613 花びん vase ヴェイス

532 病気の、気分の悪い sick スィック 614 野菜 vegetable ヴェジタブル

533 ①前・～以来②接・～して以来 since スィンス 615 景色 view ヴュー

534 歌手、歌う人 singer スィンガァ 616 バイオリン violin ヴァイオリン

535 スキーをする ski スキー 617 ①動・訪問する、訪ねる、訪れる②名・訪問 visit ヴィスィット

536 スカート skirt スカート 618 かべ wall ウォール

537 空 sky スカイ 619 洗う wash ウォッシュ

538 眠る sleep スリープ 620 ①動・見る②名・腕時計 watch ウォッチ

539 眠い sleepy スｒ－ピィ 621 ①道②方法 way ウェイ

540 ほほえむ smile スマイル 622 身につけている wear ウェア

541 たばこを吸う smoke スモウク 623 週末 weekend ウィークエンド

542 sellの過去形・過去分詞 sold ソウルド 624 ①副・よく、上手に②形・元気な well ウェル

543 何か something サムシング 625 goの過去形 went ウェント

544 どこかに somewhere サムウェア 626 ～するとき when フウェン

545 歌 song ソング 627 ～する間に while ホワイル

546 残念な sorry ソーリィ 628 白（い） white ホワイト

547 ～に聞こえる sound サウンド 629 勝つ win ウィン

548 スープ soup スープ 630 ワイン wine ワイン

549 スペイン語 Spanish スパニッシュ 631 [wish to～で]～したいと思う　 wish ウィッシュ

550 演説 speech スピーチ 632 ～かなと思う wonder ワンダァ

551 （時間）をすごす spend スペンド 633 （切った）木、木材 wood ウッド

552 speakの過去形 spoke スポウク 634 wearの過去形 wore ワン

553 speakの過去分詞 spoken スポウクン 635 ①動・働く②動・動作する③名・仕事 work ワーク

554 ステージ、舞台 stage ステイジ 636 writeの過去分詞 written リトン

555 切手 stamp スタムプ 637 writeの過去形 wrote ロウト

556 始める start スタート 638 庭 yard ヤード

557 ①動・滞在する②名・滞在 stay ステイジ 639 [否定文で]まだ、[疑問文で]もう　 yet イェット

558 まだ still スティル 640 あなた自信 yourself ユアセルフ

559 石 stone ストウン 641 動物園 zoo ズー

560 やめる、立ち止まる stop ストップ

561 話、物語 story ストーリィ

562 奇妙な、変な strange ストレインジ

563 教科、科目 subject サブジェクト

564 成功する succeed サクセス

565 そのような such サッチ

566 砂糖 sugar シュガァ

567 太陽 sun サン

568 日曜日 Sunday サンデイ

569 驚いた surprised サプライズ

570 セーター sweater スウェタァ

571 スイス Switzerland スイッツァランド

572 しっぽ tail テイル

573 ①（写真を）撮る②連れて行く③（時間が）かかる take テイク

574 takeの過去分詞 taken テイクン


