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join

job

January

jacket

の一員になる、に参加する

仕事

Japanese 日本人（の）、日本語（の）、日本の

Japan

冗談、ジョーク

日本

１月

上着、ジャケット

king

kind

kind

kilometer

kilogram

kill

kick

key

keep

台所

王

親切な

種類

キロメートル

キログラム

を殺す

を蹴る

鍵、手がかり、秘けつ

現在完了形 （～したことがありますか）
I have a friend who/that you don't know
関係代名詞
This is a building which/that was built in 1970
関係代名詞

英語の 3 年間を見直し P2

J&K
学ぶ英単語集
joke
喜び

kitchen

ナイフ

大阪版中学校で
joy
を判断する

knife

を知っている、が分かる

Have you ever played the piano？

Scan for digital flashcards

judge
ジュース

know

韓国・朝鮮

英語の 3 年間を見直し P2

I have lived in Japan for 6 years
現在完了形 （～しています）
I have just finished lunch
現在完了形 （したところです）
I have visited Malaysia once
現在完了形 （～したことがあります）
I have not eaten sushi since leaving Tokyo
現在完了形 （まだ～していません）
I have never been to Canada
現在完了形 （したことがありませ）
How long have you been here?
現在完了形 （どれくらい～していますか）

juice
７月

Korea

A baseball is bigger than a golf ball
比較句 B より A である
Mt. Fuji is the biggest mountain in Japan
最上級 一番～
I like tennis more than basketball
比較句 B というよりもむしろ A
This is the most beautiful flower
最上級 一番～
He is as tall as me
比較句 程度が同じくらいの場合
We call our dog Hachi
SVOC ( ～ＡをＢと呼ぶ）
This book makes me happy
SVOC (ＡをＢにする）
I gave him a letter
SVOO (ＡにＢを与える)
I made her a cake
SVOO（ＡにＢを作ってあげる）

The girl drinking water is my sister
現在分詞 (分詞は～を説明する)
This is a car made by Toyota
過去分詞 (分詞は～を説明する)
This toy was made in China
受動態 （～されている）
This car wasn’t made in Japan.
受動態 （～されていない）
Was this book given to students
受動態 （～されていますか）
I would go, but I’m busy
助動詞 (～だろう)
Would you put this card in the box?
助動詞 ～してくださいませんか
Would you like another cup of tea?
助動詞 ～はいかがですか

July

跳ぶ、はねる

Korean

のままである、し続ける、 を保つ

jump
６月

韓国・朝鮮人（の）、朝鮮語（の）

June

ちょうど、単に、ちょっと

junior high school 中学校
just

to play games is fun
To 不定詞 （すること）
I like to play games
To 不定詞 （すること）
I want to be an engineer
To 不定詞 （～になりたい・～したいい）
There is a chair to sit on.
To 不定詞 （するための）
Students go to school to study
To 不定詞 （するために）
We like studying social studies
動名詞 （すること）
It is difficult to understand English.
(It＋be 動詞＋形容詞＋不定詞＋～)
Peter wants me to visit Australia
～に～してもらいたい
I don't know what to do
～すればいいのか
（疑問詞＋不定詞）

