
a １つの 

a friend of mine わたしの友人 

a lot of たくさんの～ 

a member of ～の一員 

about ぐらい 

after あと 

afternoon 午後 

ago ～前に 

all みんな 

always いつも 

an １つの (a,e,i,o,u) 

ancestors 先祖 

and と 

animal 動物 

answer こたえ 

any いくらかの 

anything 何か 

anything else ほかに何か 

arm うで 

around まわり 

as ～として 

at school 学校で 

ate eat の過去形 

aunt おばさん 

Australiaオーストラリア 

bag かばん 

bagpipes バグパイプ 

ball ボール 

baseball 野球（やきゅう） 

basketball バスケットボール 

be good at ～が得意である、～

が上手である 

be ready for ～ ～する用意ができて

いる 

beautiful うつくしい 

because なぜなら 

before ～の前に 

behind ～の後ろに 

bell ベル 

bike 自転車 

bird とり 

birthday 誕生日 

blog ブログ 

blossom 花 

body からだ 

book 本 

borrow 借りる 

both りょうほう 

bought buy の過去形 

boy 男の子 

brother 兄、弟 

brush みがく 

bus バス 

but でも 

cake ケーキ 

calendar こよみ、カレンダー、暦 

came come の過去形 

camera カメラ 

can できる 

Can I speak to～?  ～さんをお

願いできますか？ 

Canberra キャンベラ 

cannot できない 

cap ぼうし 

car 車 

carry 持っている 

case ケース 

cat 猫 

catch 捕まえる 

CD シーディー 

chair いす 

cherry サクラの木 

cherry blossoms サクラの花 

child 子ども 

China 中国 

class クラス 

classmate 同級生 

classroom きょうしつ 

clean そうじする 

climb 登る 

close 閉める 

club クラブ 

coin コイン、 硬貨 

computer コンピューター 

cook 料理する 

country 国 

cousin いとこ 

cricket クリケット 

culture 文化 

curry カレー 

cute かわいい 

dance ダンス 

daughter 娘 

dear 親愛なる 

dictionary じしょ 

did do の過去形 

do my homework 宿題をする (私の) 

does do の 3 人称単数形 

dog いぬ 

don't ～ません 

door ドア 

draw 引く 

drew draw（えがく）の過去形 

drink 飲み物 

drive 運転する 

drum ドラム 

e-mail E メール 

ear みみ 

easily 簡単に 

eat out 外食する 

eighth ８日 

elephant   ゾウ 

eleventh   11 日 

enjoy 楽しむ 

eraser けしゴム 

evening ゆうがた 

every 毎 

every day 毎日 

eye め 

family 家族 

far 遠い 

fast はやい 

father 父 

favorite お気に入りの 

feed 食物を与える 

festival おまつり 

field 畑 

fifth ５日 

fingers ゆび 

fire 火 

first １日 

flower 花 

flute フルート 

fly とぶ 

food 食べ物 

foot あし 

football フットボール 

forward 前へ 

fourth ４日 

fox キツネ 

friend 友達 

from ～から 

fun 楽しい 

get back from ～から戻る 

get to に着く 

go on a trip 旅行に出かける 

goal ゴール 

good いい 

Good morning おはようございます。 

got get の過去形 

grandfather 祖父 

grandmother 祖母 

grapes ぶどう 

group グループ,集団 

guitar ギター 

gym 体育館 

had have の過去形 

hair かみのけ 

hamburger ハンバーガー 

hand 手 

hard かたい 

have 持っている 

have a good time  楽しむ 

have fun 楽しむ 

hawk タカ 

he 彼 

he's～ 彼は～です 

head あたま 

hear 聞こえる 

hello こんにちは 

help 手伝う 

her 彼女の 

Here you are はい、どうぞ。 

hi やあ 

him 彼を（に） 

his 彼の 

hold 持つ 

holiday 休日 

homework しゅくだい 

hope 望む 

hope for ～を願う 

horse うま 

hospital 病院 

hot あつい 

how about ～? ～はどうですか？ 

How are you? お元気ですか？ 

how far どのくらい遠く 

how many いくつ 

hungry おなかがすいた 

I わたし 

I see. なるほど。 

I think so. そう思える。 

I'm～ 私は～です 

in ～の中に 

in a group 集団になって 



India インド 

interesting 面白い 

it それ 

It's OK. 大丈夫。 

its その 

Japan 日本 

join ・・・に加わる、参加する 

jump 飛ぶ 

just ちょうど今 

kilometers キロ 

kind しんせつな 

kite 凧、 カイト 

know 知る 

language 語 

language arts 言語技術 

lap ひざ 

last 最後の 

last year きょねん 

late 遅い、 遅れた、 遅刻した 

learn 学ぶ 

leg あし 

let's ～しましよう 

letter てがみ 

like 好き 

like 好き 

listen 聞く 

listen to ～を聞く 

little 小さい 

live 住む 

look 見る 

look at を見る 

look forward to ～を楽しみに待つ 

lose 負ける 

lot たくさん 

luck 運 

lunch 昼食 

made make の過去形 

make 作る 

man 男 

mask マスク 

math 数学 

Me too.  私もです。 

member  メンバー 

met meet の過去形 

meter メートル 

mom お母さん 

monkey サル 

morning 朝 

mother 母 

mountain 山 

mouth くち 

move 動かす 

movie 映画 

Mr. 《男性の姓の前で》～さ

ん，～先生 

Mrs. さん、様、夫人、先生 

Ms. 《未婚・既婚女性の姓の前

で》～さん，～先生 

much たくさん 

music club 音楽部 

musician 音楽家 

my 私の 

name なまえ 

nature 自然 

near ～のちかく 

neck くび 

new あたらしい 

New Year's Day 元日 

Nice to meet you.  はじめまして。 

night よる 

ninth ９日 

No. いいえ。 

noodle めん 

noon ひる 

nose はな 

notebook ノート 

now 今 

o'clock じ、 時 

often しばしば、よく 

old 古い 

only だけ 

open 開ける 

or ～か～ 

orange オレンジ 

other ほかの 

our 私たちの 

out 外へ 

owl フクロウ 

own 自分自身の 

panda パンダ 

Pardon? 何って言いました？ 

parent おや 

pass 渡す 

PE たいいく 

pen ペン 

pencil えんぴつ 

people 人々 

piano ピアノ 

pick 選ぶ 

place 場所 

plastic プラスチックの， 

plastic ビニールの 

plastic bag ビニールぶくろ 

play (スポーツなど)をする・ 

play (楽器)を弾く 

player 選手 

please ください 

pool プール 

popular 人気 

poster ポスター 

present プレゼント 

push 押す 

put つける 

put on 身につける 

question しつもん 

quickly はやく 

rabbit うさぎ 

race レース 

ran run の過去形 

read 読む 

really ほんとうに 

Really? ほんとうですか 

rice ごはん 

rice ball おにぎり 

rice cake もち 

Right. その通り 

Right？ そうだよねー？ 

river 川 

rock ロック 

room へや 

rope 縄 

ruler じょうぎ 

run 走る 

said say の過去形 

sandwich サンドイッチ 

saw see の過去形 

school 学校 

schoolyard 校てい 

Scotland スコットランド 

sea うみ 

second 二つ目 

send 送る 

seventh ７日 

she 彼女は 

she's 彼女は～です 

shoe くつ 

shop みせ 

shoulder かた 

show 見せる 

shrine 神社 

sing 歌う 

singer 歌手 

sister 姉、妹 

sixth ６日 

sky そら 

snack おやつ 

soccer サッカー 

some いくつかの 

sometimes ときどき 

son 息子 

song 歌 

Spanish スペイン語 

speak 話す 

speaking 私です 

special 特別の 

speech スピーチ 

spirits 霊 

sport スポーツ 

sports day 運動会 

stand 立つ 

started はじめました 

stop とまる 

stories ものがたり 

street みち 

strong 強い 

student 学生 

sure もちろん 

swam swim の過去形 

swim 泳ぐ 

Sydney シドニー 

take a picture 写真を撮る 

take off 脱ぐ 

talk 話す 

talk with ～と話す 

taxi タクシー 

teach 教える 

teacher 先生 

team チーム 

teeth 歯 

tell 話す 

tennis テニス 

tenth １０日 

textbook きょうかしょ 

thank どうも 

Thank you ありがとう 



that あれ 

the USA アメリカ 

their 彼(女)らの、それらの 

them 彼らを、彼女らを、それらを 

then それでは 

there そこ 

they 彼らは 

think 考える 

third ３日 

Thirsty のどがかわいた 

thirteenth 13 日 

thirtieth 30 日 

this これ 

those それら 

throw なげる 

time 時間 

time for の時間 

tired つかれた 

today 今日 

tomorrow あした 

track トラック 

track and field 陸上競技 

tree 木 

trip りょこう 

tug of war 綱引き 

turtle カメ 

twelfth 12 日 

twentieth 20 日 

uncle おじさん 

us 私たちを 

use 使う 

usually ふつう 

very とても 

very much とても、たいへん 

violin バイオリン 

visit 訪問する 

voice 声 

volleyball バレー ボール 

volunteer ボランティア 

walk 歩く 

want ほしい 

water 水 

we わたしたち 

wear 身につけている 

week 週 

weekend 週末 

well うまく、よく 

went go の過去形 

what 何 

What's up? どうしたの？ 

wheelchair 車いす 

when いつ 

who だれ 

who's who is の短縮形 

why なぜ 

win 勝つ 

window まど 

with といっしょに 

woman 女 

work 働く 

write 書く 

wrote write の過去形 

years old ～さい 

yes はい 

yesterday 昨日 

you あなた 

You're welcome. どいたしまして。 

your あなた（たち）の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am Peter.  

Be 動詞 （～は～です） 

 
I am not Peter.  

Be 動詞 （～は～ではありません） 

 
Are you Peter? 

Be 動詞 （～は～ですか） 

 
You play basketball  

現在形 （～します） 

 
You do not play basketball  

現在形 （～しません） 

 
Do you play basketball?  

現在形 （～しますか） 

 
She watches TV every day.  

三単現 （～します） 

 
I can eat sushi  

助動詞 (～することができる) 

 
I can’t eat sushi  

助動詞 (～することができません) 

 
Can you eat sushi?  

助動詞 (～することができますか) 

 
We are studying English now.  

現在進行形 （～しています） 

 
We are not studying English now.  

現在進行形 （～していません） 

 
Are you studying English now?  

現在進行形 （～していますか） 

 
I listened to music yesterday.  

過去形 （～しました） 

 
I did not listen to music yesterday.  

過去形 （～しませんでした） 

 
Did you listen to music yesterday?  

過去形 （～しましたか） 

What music do you like?  

疑問詞 （何） 

 
Where do you live?  

疑問詞 （どこ） 

 
When is your birthday?  

疑問詞 （いつ） 

 
How much is this?  

疑問詞 （いくら） 

 
How are you? 

疑問詞 （どのように） 

 
Which do you like, apples or oranges? 

疑問詞 （どれ・どちら） 

 
Why do you like English?  

疑問詞 （なぜ） 

 
Use the blue pen. 

命令文 （しなさい） 

 
Don’t use the blue pen. 

命令文 （してはいけない） 

 
It's on the table.  

前置詞 

 
I have 100 dollars.  

複数形 

 
I like English because it's fun.  

接続詞 （なぜならば） 
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