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英単語

【暗記のしかた】
1周目（英語→日本語）
（1）�「発音」と「日本語」を赤シートでかくし，「英語」を読んで「日本語」の意味が言えるかテストする。�

まちがえた単語は「英語」の前の□に赤×をつける。
（2）赤×をつけた単語は，日本語の意味が言えるまで自分で暗記する。
（3）暗記できたら「テストします！」と手をあげる。
2周目（日本語→英語）
（1）�「英語」と「発音」を赤シートでかくし，「日本語」を見て「英語」が書けるかノートにテストする。�

まちがえた単語は「日本語」の前の□に赤×をつける。
（2）赤×をつけた単語は，覚えるまでノートに書いて暗記する。
（3）暗記できたら「テストします！」と手をあげる。

 発音を確認

10
級

10級 英単語（401 〜 440）

英 語 発  音 日 本 語

401□ animal アニマル 401□ 動物

402□ pet ペット 402□ ペット

403□ rabbit ラビット 403□ ウサギ

404□ dolphin ドルフィン 404□ イルカ

405□ pig ピッグ 405□ ブタ

406□ horse ホース 406□ ウマ

407□ monkey マンキー 407□ サル

408□ deer ディァ 408□ シカ

409□ elephant エレファント 409□ ゾウ

410□ tiger タイガァ 410□ トラ

英 語 発  音 日 本 語

411□ eleventh イレブンス 411□ 11 番目（の）

412□ twelfth トゥウェルフス 412□ 12 番目（の）

413□ thirteenth サーティーンス 413□ 13 番目（の）

414□ fourteenth フォーティーンス 414□ 14 番目（の）

415□ fifteenth フィフティーンス 415□ 15 番目（の）

416□ sixteenth スィクスティーンス 416□ 16 番目（の）

417□ seventeenth セヴンティーンス 417□ 17 番目（の）

418□ eighteenth エイティーンス 418□ 18 番目（の）

419□ nineteenth ナインティーンス 419□ 19 番目（の）

420□ twentieth トゥウェンティエス 420□ 20 番目（の）

英 語 発  音 日 本 語

431□ What time 〜? ワット タイム 431□ 何時に〜ですか。

432□ What day is it today? ワット デイ イズ イット トゥデイ 432□ 今日は何曜日ですか。

433□ What’s the date today? ワッツ ザ デイト トゥデイ 433□ 今日は何月何日で
すか。

434□ How are you? ハウ アー ユー 434□ お元気ですか。

435□ How about 〜? ハウ アバウト 435□ 〜はどうですか。

436□ You’re welcome. ユア ウェルカム 436□ どういたしまして。

437□ Nice to meet you. ナイス トゥ ミート ユー 437□ お会いできてうれ
しいです。

438□ Thank you. サァンキュー 438□ ありがとう。

439□ No problem. ノウ プローブレム 439□ 問題ないよ。

440□ Ⅰ see. アイ スィー 440□ わかりました。

英 語 発  音 日 本 語

421□ wait ウェイト 421□ 〜を待つ

422□ find ファインド 422□ 〜を見つける

423□ begin ビギン 423□ 〜を始める

424□ build ビルド 424□ 〜を建てる

425□ become ビカム 425□ 〜になる

426□ forget フォゲット 426□ 〜を忘れる

427□ catch キャッチ 427□ 〜をつかまえる

428□ love ラヴ 428□ 〜が大好きである

429□ win ウィン 429□ 〜に勝つ

430□ cut カット 430□ 〜を切る
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英単語

【暗記のしかた】
1周目（英語→日本語）
（1）�「発音」と「日本語」を赤シートでかくし，「英語」を読んで「日本語」の意味が言えるかテストする。�

まちがえた単語は「英語」の前の□に赤×をつける。
（2）赤×をつけた単語は，日本語の意味が言えるまで自分で暗記する。
（3）暗記できたら「テストします！」と手をあげる。
2周目（日本語→英語）
（1）�「英語」と「発音」を赤シートでかくし，「日本語」を見て「英語」が書けるかノートにテストする。�

まちがえた単語は「日本語」の前の□に赤×をつける。
（2）赤×をつけた単語は，覚えるまでノートに書いて暗記する。
（3）暗記できたら「テストします！」と手をあげる。

 発音を確認

９
級

9級 英単語（441 〜 480）

英 語 発  音 日 本 語

451□ climb クライム 451□ 〜に登る

452□ sell セル 452□ 〜を売る

453□ lend レンド 453□ 〜を貸す

454□ borrow バーロウ 454□ 〜を借りる

455□ lose ルーズ 455□ 〜を失う

456□ send センド 456□ 〜を送る

457□ spend スペンド 457□ ［時間］を過ごす

458□ feel フィール 458□ 〜を感じる

459□ travel トラベル 459□ 〜を旅行する

460□ hit ヒット 460□ ［人・場所に］打撃
を与える，打つ

英 語 発  音 日 本 語

441□ mountain マウンテン 441□ 山

442□ sea スィー 442□ 海

443□ river リヴァ 443□ 川

444□ lake レイク 444□ 湖

445□ beach ビーチ 445□ 浜辺

446□ driver ドライヴァ 446□ 運転手

447□ actor アクタァ 447□ 役者

448□ engineer エンジニァ 448□ 技師，エンジニア

449□ king キング 449□ 王

450□ queen クウィーン 450□ 女王

英 語 発  音 日 本 語

471□ a lot ア ロット 471□ たくさん

472□ lots of 〜 ロッツ オヴ 472□ たくさんの〜

473□ a lot of 〜 ア ロット オヴ 473□ たくさんの〜

474□ a few 〜 ア フュー 474□ 2，3 の〜

475□ a little ア リトル 475□ 少し

476□ at home アット ホウム 476□ 家に

477□ very much ヴェリィ マッチ 477□ とても

478□ 〜 years old イヤァズ オウルド 478□ 〜歳

479□ A and B A アンド B 479□ ＡとＢ

480□ A of B A オヴ B 480□ ＢのＡ

英 語 発  音 日 本 語

461□ sleepy スリーピィ 461□ 眠い

462□ excited イクサイティド 462□ わくわくした

463□ exciting イクサイティング 463□ わくわくさせる

464□ surprised サプライズド 464□ 驚いた

465□ other アザァ 465□ ほかの

466□ another アナザァ 466□ 別の

467□ favorite フェイバリット 467□ お気に入りの

468□ quiet クワイエット 468□ 静かな

469□ hungry ハングリィ 469□ 空腹な

470□ thirsty サースティ 470□ のどがかわいた
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クリアテスト
【1周目】

クリアテスト【1周目】（英語→日本語）

９
級

9級
（１） I saw Tom a few months ago. 私は か月前，トムに会いました。

（２） Do you know that beautiful queen? あなたはあの美しい を知っていますか。

（３） I often lose my umbrella. 私はよくかさを ます。

（４） Can you show me another T-shirt? 私に Ｔシャツを見せてもらえませんか。

（５） They sell some DVDs here. 彼らはここでいくつかの DVD を ます。

（６） I want to be an engineer in the future. 私は将来 になりたいです。

（７） How do you spend your free time? あなたはひまな時間をどのように ます

か。

（８） Many people borrow books from the library. 多くの人々が図書館で本を ます。

（９） A typhoon will hit the town. 台風がその町に でしょう。

（10） Basketball is an exciting sport. バスケットボールは スポーツです。

（11） Kazumi was very sleepy. カズミはとても かったです。

（12） I’m going to eat a cake with lots of chocolate. 私は チョコレートがのったケーキを食

べるつもりです。

（13） I walked on the beach. 私は を歩きました。

（14） I’m thirsty. 私は います。

（15） We practiced tennis a lot. 私たちはテニスを 練習しました。

（16） I will go to the lake tomorrow. 私は明日， へ行くつもりです。

（17） I was surprised at the news. 私はそのニュースに ました。

（18） There are a lot of oranges on the table. テーブルの上に オレンジがあります。

（19） Some students are here and other students are 
over there.

何人かの生徒はここにいて， 生徒は向

こうにいます。

（20） The name of the man is Takashi. その男性 名前はタカシです。
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クリアテスト
【1周目】

９
級

（21） He is fi ve years old. 彼は 5 です。

（22） The people were very quiet. 人々はとても でした。

（23） I know Rie and Yuka. 私はリエ ユカを知っています。

（24） He is hungry now. 彼は今， です。

（25） He is very excited now. 彼は今，とても います。

（26） I want to travel around the world. 私は世界中を したいです。

（27） I will climb Mt. Fuji this summer. 私は今年の夏，富士山に つもりです。

（28） We enjoyed swimming in the river. 私たちは で泳ぐのを楽しみました。

（29） I can speak English a little. 私は英語を 話すことができます。

（30） The driver spoke to me. その は私に話しかけてきました。

（31） We always send many books to them. 私たちはいつも彼らに多くの本を ます。

（32） I will lend you the book. 私はあなたにその本を つもりです。

（33） Mt. Fuji is a beautiful mountain. 富士山は美しい です。

（34） Do they swim in the sea? 彼らは で泳ぎますか。

（35） What is your favorite sport? あなたの スポーツは何ですか。

（36） I want to be an actor. 私は になりたいです。

（37） We didn’t feel the rain. 私たちは雨を ませんでした。

（38） We were at home last Sunday. 私たちはこの前の日曜日， いました。

（39） The cat likes him very much. そのネコは彼を 好きです。

（40） He was a great king. 彼は偉大な でした。
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クリアテスト【2周目】（日本語→英語）

クリアテスト
【2周目】

９
級

9級
（１） ここにはたくさんの車があります。 There are   

cars here.
（２） ほかの人々を手伝いなさい。 Help  people.

（３） 私たちは昨日，浜辺をそうじしました。 We cleaned the  yesterday.

（４） 別のカメラを見せてくれませんか。 Could you show me  camera?

（５） あなたは今眠いですか。 Are you  now?

（６） ここでは冬にたくさん雪が降ります。 It snows   
here in winter.

（７） その生徒たちはとても静かでした。 The students were very  .

（８） その本のタイトルは何ですか。 What is the title  the book?

（９） 私たちは川へ行きました。 We went to the  .

（10） あなたはその俳優を知っていますか。 Do you know the  ?

（11） その運転手はほほえみながら私たちに話しかけてきまし

た。
The  spoke to us with a smile.

（12） これはあなたのお気に入りのチームですか。 Is this your  team?

（13） 彼は泳ぐためにその湖へ行きました。 He went to the  to swim.

（14） 彼女はわくわくしているように見えました。 She looked  .

（15） あなたのペンを借りてもよいですか。 Can I  your pen?

（16） 彼女はとても驚いているように見えます。 She looks very  .

（17） 私は本とノートを持っています。 I have a book  a notebook.

（18） トムは将来，エンジニアになりたいと思っています。 Tom wants to be an  in the 
future.

（19） 彼らは中国語を少し話します。 They speak Chinese  
 .

（20） 私たちはたくさんの宿題があります。 We have   
 homework.
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クリアテスト
【2周目】

９
級

（21） 彼女はいくつかの花を売っていましたか。 Did she  any fl owers?

（22） 2，3 日後，彼らは走り始めました。  days later, 
they began to run.

（23） あなたは空腹ですか。 Are you  ?

（24） 私は来週，高尾山に登るつもりです。 I am going to  Mt. Takao next 
week.

（25） 彼らは世界中を旅行したいと思っています。 They want to  around the 
world.

（26） あなたの弟は昨夜，家にいましたか。 Was your brother 
 last night?

（27） あれはわくわくさせる試合でした。 That was an  game.

（28） 私のペンを失ってはいけません。 Donʼt  my pen.

（29） 私は妻にこれを貸すつもりです。 Iʼll  this to my wife.

（30） 私は明日，テレビを見て私の時間を過ごすつもりです。 I am going to  my time on 
watching TV tomorrow.

（31） 私はあなたに手紙を送るつもりです。 Iʼll  a letter to you.

（32） あの山は高いです。 That  is high.

（33） 私たちは海で泳ぐことを楽しみました。 We enjoyed swimming in the  .

（34） 私は 12 歳です。 I am twelve  .

（35） あなたは寒さを感じますか。 Do you  cold?

（36） 彼はスコットランド国王でした。 He was the  of Scotland.

（37） 私はそれがとても好きです。 I like it  .

（38） トムはのどがかわいています。 Tom is  .

（39） ケンはバットでボールを打つことができました。 Ken was able to  a ball with a 
bat.

（40） その女王は私の友だちです。 The  is my friend.
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