
A 

a（冠）（不定冠詞）（母音の発音で始まる語の前では an） 一つの、…につき、…というもの 

able（形）…できる、すぐれた… 

（be）able to（熟）…できる［（同意）can］ 

⇔ I will be able to swim next year.（私は来年には泳げるようになるだろう） 

aboard（副）（飛行機・列車などに）乗って 

⇔ Welcome aboard.（ご搭乗ありがとうございます） 

Aborigine（名）オーストラリア先住民、アボリジニ  

about（副）およそ、まわりを（に）  

（前）…について、…ごろ、…のまわりに（を、の） 

⇔ He is about five feet tall.（彼の背の高さは 5フィートです）   

Tell me about your father.（君のお父さんについて私に話してください）  

(be) about to（熟）…しようとしている  

⇔ She was about to go out.（彼女は出かけようとしていました）  

How(or What) about…？（熟）…についてはどうですか 

⇔ How about playing baseball?（野球をやってはどうですか） 

  参考 前置詞の後には、名詞か代名詞がおかれ、代名詞の場合には目的格が用いられます。 

⇔ I know about him.（私は彼について知っています） 

above（前）…の上に（へ） ［（反意）below …の下に］ （副）上方に、頭上に 

abroad（副）外国へ（に）、広く 

absent（形）欠席して［（反意）present出席して］、不在で 

 (be) absent from（熟）…を欠席する  

⇔ She was absent from school yesterday.（彼女は昨日学校を欠席しました） 

absorb（動）…を吸収する 

be absorbed in（熟）…に夢中である 

accept（動）受け入れる、（喜んで）受け取る、応じる 

accident（名）事故、思いがけないできごと 

by accident（熟）偶然に 

⇔ We met by accident.（私たちは偶然に出会いました）  

according（副）…によれば、…に従って、…に応じて 

according to…（熟）…によると  

⇔ according to the newspaper（新聞によると） 

acid rain（名）酸性雨 

acorn（名）どんぐり 

across（前）…を横切って、…の向こう側に （副）直径で  

 ⇔ Go across the bridge.（その橋を渡って行きなさい） 

His house is across the hill.（彼の家は丘の向こう側にあります） 

The pond is 100 feet across.（その池は直径が 100フィートあります） 

act（名）行為、法令、（劇の）幕  （動）行う、行動する、（役を）演ずる 

action（名）動き、演技、動作 

active（形）活動的な、活発な 

activity（名）活動 （複数 activities） 

actor（名）俳優  

actress（名）女優 

actually（副）実際には、実は 

ad（名）広告 advertisementの短縮形 

add（動）…を加える 

add…to～（熟）…を～に加える 



addition（名） 付け足すこと 

in addition（熟）そのうえ 

address（三単現 addresses） （名）住所、演説 ［（同意）speech］（複数 addresses） 

  （動）宛名を書く、演説をする 

admire（動）ほめる、感心する、賞賛する 

adult（形）大人の （名）大人 

advantage（名）有利な立場、利益  

adventure（名）冒険  a big adventure大いなる冒険 

advertise（動）…を宣伝する 

advice（名）忠告、助言  →（動）advise忠告する、助言する 

affect（動）…に影響を及ぼす 

affection（名）愛情 

afraid（形）恐れて、心配して 

 (be) afraid of （熟）…をこわがる、恐れる［（同意）fear］ 

⇔ I am afraid of the big dog.（私はその大きな犬が怖い） 

I am afraid（熟）…でないかと案じる  

⇔ I am afraid that he will fail.（私は彼が失敗しないかと心配です） 

参考《I am afraid…と I hope…》I am afraid…（悪いことの予想・不安を感じたとき）I hope

…（良いことを期待したり希望したりする時） 

Africa（名）アフリカ 

African（形）アフリカ（人）の （名）アフリカ人  

African-American（形）アフリカ系アメリカ人の （名）アフリカ系アメリカ人 

after（前）…の後に （接）…した後で（に）  （副）後に［（反意）before…の前に］ 

after a while（熟）しばらくして 

after all（熟）結局、やはり 

after school（熟）放課後 

afternoon（名）午後 ［（参考）午前は morning、夕方や晩は evening、Good afternoon.こんにちは 

this afternoon今日の午後］  

afterward（副）後で、その後、以後 

again（副）再び、また  

⇔ Say it again.（もう一度それを言いなさい） 

again and again（熟）何度も何度も 

once again（熟）もう一度［（同意）once more］ 

against（前）…に向かって、…に逆らって、…に備えて、…を背景にして 

⇔ We ran against the wind.（私たちは風に逆らって走りました） 

Prepare against a rainy day.（まさかの時に備えて準備しなさい） 

age（名）年齢、時代 

ago（副）（今より）前に  

long ago（熟）ずっと以前に 

agree（動）同意する、一致する 

⇔ I agree with you.（私はあなたに同意します） 

He agreed to my plan.（彼は私の計画に賛成しました） 

ahead（副）前方へ、先へ  

⇔ Go ahead.（前進しなさい。続けなさい。どうぞお先に） 

AIDS（名）エイズ（略）Acquired Immune Deficiency Syndrome後天性免疫不全症候群 

air（名）空気、空中［（同意）sky］ air mail航空便   

by air（熟）飛行機で 

air conditioner（名）エアコン 



airline（名）定期航空（路）、（複数形で）航空会社  

airplane（名）飛行機 planeと短縮することが多い 

airport（名）空港、飛行場 

Alaska（名）アラスカ（アメリカの北西部の州） 

album（名）アルバム、写真（切手）帳 

alien（名）異星人、エイリアン 

alive（形）生きて（直接、名詞の前には用いない）、生き生きして、活発で 

all（形）全部の、すべての （代）全部  （副）すべて  

all at once（熟）突然、不意に 

not…at all（熟）少しも…ない 

⇔ I do not know it at all.（私はそれを少しも知りません） 

   参考《You are welcome.と Not at all.》Thank you.などとお礼を言われた時「どういたしまし

て」の返事にあたるのが、この言い方です。Thank you very much. You are welcome. (米)・ Not 

at all.（英）（どういたしまして） 

allow（動）許す、与える 

⇔ Smoking is not allowed here.（ここでタバコを吸ってはいけません） 

all-purpose（形）多目的の 

almost（副）ほとんど［（同意）nearly］、たいてい 

aloha（間投）こんにちは、ようこそ、さようなら（ハワイ語） 

alone（形）ひとりで、ひとりの （副）ただ…だけ、単に  

all alone（熟）ひとりぼっちで 

along（前）…にそって  （副）そって 

get along（熟）くらす  

⇔ How are you getting along?（いかがおすごしですか） 

aloud（副）声を出して、大声で 

alphabet（名）アルファベット（a・b・c…の 26文字） 

already（副）すでに、もう［（反意）yetまだ］［（参考）alreadyは肯定文に、yetは否定文・疑問文

に］ 

also（副）…もまた［（同意）too （口語では tooが多い）］ 

not only…but (also)～（熟）…だけでなく～も 

⇔ She is not only pretty but (also) kind.（彼女は美しいだけでなく親切でもあります） 

ALT（名）外国語指導助手（略）assistant language teacher  

although（接）…だけれども［（同意）though］ 

altogether（副）全部、総計で （文頭で）全体的に見て、ようするに、概して 

always（副）いつも、常に ［（参考）not always で「必ずしも…とは限らない」という部分否定を

表す］ 

  参考 《alwaysの位置》 The sun always rises in the east.（一般動詞の前）（太陽はいつも東

から上がります）、The rich aren't always happy.（be 動詞・助動詞の後）（お金持ちがいつも

幸せとは限らない） 

am（動）…である、いる、ある （助）（am + …ingで進行形）…している、（am + 他動詞の過去

分詞で受身）…される 

a.m. A.M.（略）午前 

amaze（動）…を驚嘆させる、…をびっくりさせる 

amazing（形）驚くべき、すごい 

America（名）アメリカ合衆国 ［（同意）the US、the States］（国名、首都はワシントン Washington, 

D.C.） 

American（形）アメリカの（名）アメリカ人 ［（参考）Native Americanアメリカ先住民］ 

among（前）…の中で、…のあいだに ［（参考）betweenは２者の間。amongは３者以上の間］ 



amount（名）ある量 

a large amount of…（熟）多量の… 

amusement（名）楽しみ amusement park遊園地 

an（冠）（母音で始まる名詞の前に用いる）一つの 

ancestor（名）祖先、先祖 

anchor（名）ニュースキャスター、（船の）いかり 

ancient（形）古い、古代の、ancient times古代  ancient city古代都市 

and（接）…と～、そして、（命令文の後）そうすれば 

and so on（熟）…など 

anger（名）怒
いか

り、腹を立てること 

angry（比較級 angrier、最上級 angriest）（形）怒っている、怒った  →（名）anger 怒り   

→（副）angrily 怒って 

(be) angry with（熟）…に腹を立てる 

get angry（熟）怒る 

animal（名）動物 

animated（形）アニメの  

animation（名）動画、アニメーション 

anime（名）日本のアニメ［（同意）Japanese animation］ 

announce（動）発表する、報ずる、知らせる 

announcer（名）アナウンサー 

another（形）もう一つの、他の  （代）もう一つのもの、他の人 

  ⇔ Show me another book.（他に何冊か本があるうちで、別の一冊の本を見せてください） 

  参考 anotherは「an＋other」からできた語なので、an, the, this, that, some, my などの語

の後に anotherを続けてはいけません。「私の別のかばん」another bag of mine 

answer（動）答える［（同意）reply （反意）askたずねる］ 

（名）答え［（反意）question質問］ 

⇔ Please answer my question.（どうぞ私の質問に答えてください） 

ant（名）（虫）アリ 

anxious（比較級 more anxious、最上級 most anxious）（形）…を心配している、不安な、熱望して

いる 

any（形）（疑問文・条件文に用いて）何か、いくらか、（否定文に用いて）何も、少しも、誰も、（肯 

  定文に用いて）何でも、だれでも  （代）何か、どれか  （副）（条件文）少しでも、（否定

文）少しも  

⇔ Do you have any money?（お金を持っていますか）  

not…any longer（熟）もう…でない  

⇔ I can't wait any longer.（私はもうこれ以上待つことはできません） 

  参考《someと any》someは、漠然と「いくらかの」「一部の」という意味を表すときに使います。 

  ⇔ May I ask you some questions?（いくつか質問をしてもいいですか） 

    I saw some Chinese people there.（私はそこで何人かの中国人に会いました） 

    Some students agree with Tom, others disagree.（トムに同意した生徒もいれば、反対した  

       生徒もいる） 

     Would you like some coffee?（いくらかコーヒーはいかがですか） 

  anyは、「少しでも」「（どんな…でも）何か、だれか」という意味を表すときに使います。 

  ⇔ Are there any questions?（どんな質問でもいいので、何かありますか） 

    If you have any questions, ask me.（もし質問があれば私に尋ねてください） 

   I didn't see any Chinese people there.（私はそこでは全然中国人には会いませんでした） 

  《someと anyの意味の違いを確かめよう》 



  ⇔ I like some of his books.（彼の本の中に好きなものがあります） 

    I like any of his books.（彼の本はどれも好きです） 

    I don't like some of his books.（彼の本の中に好きでないものもあります） 

    I don't like any of his books.（彼の本はどれも好きではありません） 

anybody（代）だれか、だれも、だれでも 

anyone（代）だれか、だれでも ［（参考） anybodyと同じであるが anyoneの方が少しかしこまった

感じがする］ 

⇔ Does anyone hear me?（だれか聞こえますか？） 

Don't tell anyone!（だれにも言わないで） 

Anyone can make mistakes.（だれにでも過ちはある） 

anything（代）何か、何でも ［（参考） somethingは肯定文に用いる。anythingは否定文・疑問文

に用いる。］ 

anytime（副）いつも、いつでも 

anyway（副）ともかく、いずれにしても 

anywhere（副）どこかへ、どこでも 

apartheid（名）アパルトヘイト（南アフリカ共和国で行われていた有色人種に対する人種隔離政策） 

apartment（名）（英）部屋、（米）アパートの部屋 

appear（動）現れる ［（反意）disappear消える］…のように見える［（同意）seem］ 

⇔ It appears (to me) that he is honest.（彼は正直のように見える） 

apple（名）りんご 

application（名）申し込み、願書、適用、応用、アプリケーションソフト 

appointment（名）約束、（病院などの）予約 

⇔Ⅰmade an appointment to see the dentist.（私は歯医者の予約をしました） 

 Do you have an appointment?（予約がおありですか）［（参考）ホテルや切符の予約は

reservation］ 

approach（動）近づく （名）接近 

April（名）４月（Apr.と略す） 

apron（名）エプロン 

architect（名）建築家  modern architecture現代建築 

Arctic（名）北極圏、北極地方 （形）北極の、北極地方の［（反意）Antarctic南極の］  

are（動）（一、二、三人称複数現在、ただし二人称は単数でも用いる）…である、…がある 

（助）（are + …ing で進行形をつくる）…している （are + 他動詞の過去分詞形で受身を表す）

…される 

area（名）地域、範囲、面積、場所、区域 

aren't are notの短縮形  

Argentina（名）アルゼンチン（国名、首都はブエノスアイレス Buenos Aires） 

argument（名）議論、口論、主張 

arm（名）腕、（複数で）武器  （動）武装する（させる） 

army（名）軍隊、（theをつけて）陸軍  

around （前）…のまわりに  （副）まわりに 

⇔ They sat around the table.（彼らはテーブルの周りに座りました） 

He looked around. （彼は見まわしました） 

all around （熟）あたりいちめんに 

arrange（動）並べる、整える、取り決める、まとめる 

arrest（名）逮捕 under arrest逮捕されて 

arrive（動）到着する ［（同意）reach, get to］ ［（参考）atか inを伴う］ 

  ⇔ We arrived at Kobe.（私たちは神戸に着きました） 

They arrived in America yesterday.（彼らは昨日アメリカに着きました） 



arrow（名）矢 

art（名）芸術、美術、技術 

article（名）記事 

artist（名）画家［（同意）painter］、芸術家 

as（接）…しながら、…のように、…なので  （前）…として  （副）…と同じく 

（代）（関係代名詞）…のような、…と同じような 

⇔ I can't go, as I'm busy.（私は忙しいので行けません） 

This is the same camera as I have lost.（これは私がなくしたのと同じカメラです） 

as…as～（熟）～と同じくらい… 

⇔ I am as tall as you.（私はあなたと同じくらいの背の高さです） 

as～as…can（熟）…ができるだけ～ 

⇔ Run as fast as you can.（できるだけ早く走りなさい） 

as far as（熟）…の限りでは 

⇔ As far as I know, he is very honest.（私の知る限りでは、彼はとても正直です） 

 as if (or though)（熟）まるで…のように 

⇔ He looks as if he were a king.（彼はまるで王様のように見えます） 

as soon as（熟）…するとすぐに 

⇔ I will start as soon as you come home.（私は君が帰ってきたらすぐに出かけます） 

as usual（熟）いつものように 

⇔ My mother got up at 6 as usual.（私の母はいつものように６時に起きました） 

as well as（熟）…と同じく 

⇔ He speaks English as well as I do.（彼は私と同じく英語を話します） 

not so (or  as) ～as…（熟）…ほど～でない  

⇔ I am not so (or as) tall as he.（私は彼ほど背が高くありません） 

  参考 《 as～as…can の過去の文に注意 》He ran as fast as he could.（彼はできるだけ早く

走った） 

Asia（名）アジア 

ask（動）尋ねる［（反意）answer答える］、たのむ、求める 

ask…for～（熟）…に～を求める 

⇔ I asked him for some money.（私は彼にいくらかのお金を求めました） 

asleep（形）（副）眠って 

fall asleep（熟）寝入る 

⇔ The baby fell asleep.（赤ん坊は寝入りました） 

fast asleep（熟）ぐっすり眠って  

⇔ She is fast asleep.（彼女はぐっすり眠っています） 

assistant（名）助手、アシスタント shop assistant店員  

Astro Boy（名）鉄腕アトム（アニメの作品名） 

astronaut（名）宇宙飛行士 

at（前）（場所・時間）…で、…に、…に向かって、…を見て、…を聞いて  

⇔ We live at Meguro in Tokyo.（私たちは東京の目黒に住んでいます） 

I get up at six every morning.（私は毎朝６時に起きます） 

The dog jumped at me.（犬は私に向かって飛びついてきました） 

She was surprised at the news.（彼女はその知らせを聞いて驚きました） 

at first （熟）最初は 

at last（熟）ついに 

at least（熟）少なくとも 

at once（熟）すぐに 

    参考《 前置詞 atと in 》atは「地点」に用いられ、比較的せまい場所。inは「区域」に用いら



れ、広い場所。at the top of the mountain  /  in Japan 

atchoo（間投）（くしゃみの音を表して）ハクション 

ate （動）eat（食べる）の過去 

athlete（名）運動選手 

Atlantic Ocean（名）（theをつけて）大西洋、［（対）the Pacific Ocean太平洋］ 

atomic（形）原子（力）の 

atomic bomb（名）原子爆弾 

attack（動）攻撃する （名）攻撃 

attend（動）出席する、（toを伴って）注意する、専念する 

⇔ He attends school every day.（彼は毎日学校へ通っています） 

⇔Attend to your studies.（学業に精をだしなさい） 

attendant（名）乗務員 

attention（名）注意、注目 

audience（名）観客、聴衆 

August（名）８月（Aug.と略す） 

aunt（名）おば［（対）uncleおじ］ 

Australia（名）オーストラリア（国名、首都はキャンベラ Canberra） 

Australian（名）オーストラリア人 （形）オーストラリア人の 

automatic（形）自動式の、機械的な 

autumn（名）秋［（同意）fall（米）］ 

average（名）平均 （形）平均の  on average 平均して 

awake（過去・過去分詞 awoke）（動）目ざめる、目をさます、さとる、起こす 

（形）目をさまして、眠らずに、…に気がついて  

award（動）…に（賞などを）与える  

（名）賞、賞品 Academy Award for Best Actressアカデミー主演女優賞 

away（副）はなれて、去って  

⇔ He lived far away from here.（彼はここから遠くはなれて住んでいました） 

 

B 

baby（名）赤ちゃん、赤ん坊（複数 babies） 

back（名）背中、うしろ （形）うしろの （副）うしろに（へ） 

at the back of（熟）…のうしろに 

bad（比較級 worse、最上級 worst）（形）悪い［（反意）goodよい］、（病気などの）重い  

→（副）badly 悪く  That's too bad！お気の毒に！  

参考 《badと wrong》badは一般的な意味の「悪い」の意。wrongは「まちがっている、不正な」

の意。 

badge（名）バッジ、（団体・身分などを表す）記章 

bag（名）かばん、袋  handbagハンドバッグ 

baggage（名）（米）手荷物［（英）luggage］ 

bagpipe(s)（名）バグパイプ（スコットランドの民族楽器）ふつう the bagpipesで複数扱い 

bake（動）（パンなどを）焼く  →（名）baker, bakeryパン屋 

ball（名）球、ボール 

ballet（名）バレエ  →（名）ballerinaバレリーナ ＊フランス語から 

balloon（名）風船、気球、（漫画の）吹き出し 

bamboo（名）竹 bamboo shootたけのこ 

ban（動）…を（公式に）禁止する  

banana（名）バナナ 

band（名）一団、バンド、ひも a rubber band輪ゴム 



bandage（名）包帯 （動）…に包帯をする 

bank（名）銀行、堤防 

bar（名）（棒状・長方形の）かたまり、障害（物）［（同意）barrier］、（軽食を出す）台、カウンタ

ー［（同意）counter］ sushi bar寿司店 

barbecue（動）直火焼きにする、バーベキューにする （略）BBQ 

barber（名）床屋、理髪師 

bare（形）裸の、むきだしの 

bark（動）（犬などが）ほえる 

barrier（名）壁、障壁  color barrier人種差別の壁 

barrier-free（形）障壁のない 

baseball（名）（スポーツ）野球 

basket（名）かご、バスケット 

basketball（名）（スポーツ）バスケットボール 

bass（名）（楽器）ベース 

bat （名）（野球などの）バット、（動物）こうもり 

bath（名）入浴、風呂 （複数 baths） 

take a bath（熟）入浴する 

bathroom（名）浴室、風呂場 

battle（名）戦い、戦闘、闘争 battlefield戦場  

参考《battle，war, fight の違い》battle は局地的な個々の戦闘 war は国家間の大きな戦争 

fightはふつう人と人のけんか 

bay（名）湾 （theをつけて）the Bay Bridgeベイブリッジ  

be（現在 am, is , are）（過去 was, were、過去分詞 been）（現在分詞 being）（動）…がある（いる）、

…である、…になる（助）（be + 現在分詞）→ 進行形  （be + 過去分詞）→受動態  （be + 

to不定詞）→…すべきである、…できる、…のはずだ 

⇔ He will be at home.（彼は家にいるだろう） 

It cannot be true.（それは本当であるはずがありません） 

She will be a nurse.（彼女は看護師になるでしょう） 

Be quiet.（静かにしなさい） 

  参考 《be動詞の使い分けをしっかり覚えよう》amは主語が Iのときだけ、isは主語が三人称単

数（he, she, it,人の名など）のときだけ、youと複数の主語にはすべて areを用います。  

beach（名）海岸、岸辺 ［（同意）seashore］（複数 beaches）    

bean（名）豆（いんげん、ソラマメ、大豆など平たくて長めの豆 えんどう豆のように丸い豆は pea） 

soy bean大豆 coffee beanコーヒー豆 green peasグリーンピース 

bear（過去 bore, 過去分詞 born  or  borne）（動）生む、運ぶ、ささえる、がまんする  

（名）（動物）熊 

⇔ I was born in Tokyo.（私は東京で生まれました） 

beat（過去 beat、過去分詞 beaten）（動）打つ、負かす 

Beatles（theをつけて）ビートルズ（英国のロックバンドの名前） 

beautician（名）美容師  

beautiful（比較級 more beautiful, 最上級 most beautiful） （形）美しい［（反意）ugly醜い］ 

→（副）beautifully美しく  →（名）beauty 美、美しいもの 

beauty（名）美しさ 

became（動）become（…になる）の過去 

because（接）なぜならば、…なので  because of（熟）…のために 

become（過去 became, 過去分詞 become）（現在分詞 becoming） （動）…になる、似合う 

⇔ He became rich.（彼は金持ちになりました） 

The coat becomes you.（そのコートはあなたに似合います） 



bed（名）ベッド、寝床 

go to bed （熟）寝る、床につく  

⇔ I go to bed at ten.（私は 10時に寝ます） 

bedroom（名）寝室 

bee（名）（虫）ミツバチ 

beef（名）牛肉、ビーフ 

been（動）beの過去分詞 

beer（名）ビール 

beetle（名）（虫）カブトムシ、甲虫（こがねむし、カナブンなどの総称） 

before（前）…の前に（で）、…より以前に  （接）…しないうちに［（反意）after…のあとに］ 

（副）前に 

before long（熟）やがて、まもなく 

 ⇔ Before long we got to the church.（まもなく私たちは教会に着きました） 

参考 《ago, before, in front of の違い》agoは現在を中心に何日（時、月、年）前。 before

は過去のある時から何日（時、月、年）前。 in front of は場所について「…の前に」の意に

用います。 

beg（過去・過去分詞 begged）（現在分詞 begging）（動）（食べ物・金
かね

などを）請い求める、恵んでく

れという、許しを請う  

参考 I beg your pardon.（下げ調子で）ごめんなさい （上げ調子で）もう一度言ってください。 

began（動）begin（始める、始まる）の過去 

begin（過去 began、過去分詞 begun）（現在分詞 beginning）（動）始まる、始める 

⇔ School begins at eight.（学校は 8時に始まります） 

She began to sing. (=She began singing.)（彼女は歌い始めました） 

beginner（名）初心者 

beginning（名）初め、最初 ［（反意）end終わり］ 

from beginning to end（熟）初めから終わりまで 

begun（動）begin（始める、始まる）の過去分詞 

behave（動）ふるまう 

behind（前）…のうしろに［（反意）in front of…の前に］  （副）うしろに［（同意）back］ 

⇔ There is a tree behind the house.（家のうしろに一本の木があります） 

Beijing（名）ペキン（中国の首都） 

belief（名）信念 

believe（動）信じる ［（反意）doubt疑う］、…と思う 

⇔ I believe him to be honest.（私は彼が正直であると信じています)  

Seeing is believing.（ことわざ）見ることは信じること――百聞は一見にしかず） 

bell（名）ベル、呼び鈴、鐘 

belong（動）（toを伴って）…に属する、…のものである 

⇔ This dictionary belongs to me.（この辞書は私のものです） 

below（前）…の下に ［（反意）above…の上に］、…以下で （副）下に、下方に 

⇔ The plane is flying below the clouds.（飛行機は雲の下を飛んでいます） 

belt（名）ベルト、（ズボンの）バンド、帯  

bench（名）ベンチ、長いす 

beneath（前）…の下に、…の真下に［（反意）above］ 

Berlin（名）ベルリン（ドイツの首都） 

beside（前）…のそばに ［（同意）by］ 

besides（前）…に加えて、…のほかに 

best（形）（good, well の最上級）最もよい［（反意）worst 最も悪い］ （副）（well の最上級）最



もよく  （名）最善、最上のもの 

⇔ I like music best.（私は音楽が一番好きです） 

 (be) at one's best（熟）全盛で 

do one's best（熟）全力を尽くす、ベストを尽くす 

better（形）（good, wellの比較級）よりよい ［（反意）worseより悪い］   

（副）［wellの比較級］よりよく 

had better（熟）…した方がよい 

⇔ You had better sleep.（眠ったほうがよい）  

参考 had better のあとには to のない不定詞が来ます。また、「…しないほうがよい」は better

のあとに notを入れることに注意しましょう。 ⇔ You had better not sleep.（眠らない方がよ

い） 

between （前）（二つのもの）の間に（の） （副）間に  

⇔ There is a table between two chairs.（二つのいすの間にテーブルがあります） 

beyond（前）（位置）…の向こうに、（時間）…を過ぎて 

Bible（名）（ the Bible でキリスト教の）聖書、バイブル 

bicycle（名）自転車 

big（比較級 bigger、最上級 biggest）（形）大きい［（同意）large, great （反意）little小さい］、

成長した  

参考 《 big, large, と greatの違い 》bigは容積や体積が大きいこと。 largeは物の広がり

や数・量の多いこと、大きいこと。greatは感情的な意味を含んで「偉大な」「重大な」。 

Big Ben（名）ビッグベン（イギリス国会議事堂の時計塔、または塔内にある大きな鐘） 

bike（名）自転車、バイク 

bill（名）紙幣、札、請求書 

billion（名）10億 billions of…（熟）何十億もの… 

biology（名）生物学 

bird（名）鳥、小鳥 

birth（名）誕生   

at birth（熟）生まれたときには 

birthday（名）誕生日 

biscuit（名）小型の丸いパン、ビスケット  

bit（名）少し、少量  （動）biteの過去・過去分詞 

a bit of（熟）わずかな  

⇔ She drank a bit of coffee.（彼女はコーヒーを少し飲んだ） 

bite（過去 bit、過去分詞 bittenまたは bit）（現在分詞 biting） （動）かむ、かみつく  

⇔ Does this dog bite strangers?（この犬は見知らぬ人にかみつきますか）  

The dog bit me on the hand.（その犬が私の手をかんだ） 

bitten（動）biteの過去分詞  

bitter（形）苦い  bitter melonニガウリ  

black（形）黒い［（反意）white］、暗い［（同意）dark］  （名）黒、黒色 

blackboard（名）黒板 

blame（動）…を責める 

blanket（名）毛布 

blew ＊発音注意（動）blow（吹く）の過去 

blind（形）目の見えない  （名）日除け 

block（名）（木や石の大きな）かたまり、ブロック、積み木、（市街の）区画 

blood（名）血、生命、血統 

bloom（名）花  （動）（花が）咲く 

in (full) bloom（熟）咲いて（満開で） 



（be）out of bloom（熟）（花が）散っている 

blossom（名）（果樹の）花 

blow（ 過去 blew、過去分詞 blown ）（動）（風が）吹く、息を吹きつける 

blown（動）blow（吹く）の過去分詞 

blue（ 比較級 bluer、最上級 bluest ）（形）青い  （名）青、青色 

blueberry（名）（植物）ブルーベリー、ブルーベリーの木 

blush（動）顔を赤らめる 

board（名）板、（船の）甲板  

on board（熟）乗船して 

boat（名）ボート、小舟 

body（名）からだ［（対）mind心］、団体（複数 bodies） 

boil（動）沸かす、ゆでる、煮る 

⇔ Boil the eggs hard.（卵を堅くゆでなさい） 

bomb（名）爆弾 

bomber（名）爆撃機 

bone（名）骨 

book（名）本、書物  bookcase本箱  bookstore（米）書店、本屋［（同意）bookshop（英）］ 

boot（名）（ふつう bootsで）長靴、ブーツ （動）…をける、（コンピュータを）起動させる 

border（名）境界、国境、縁
ふち

、へり［（同意）edge］ 

bored（形）退屈した 

boring（形）退屈な 

⇔ This book is boring.（この本はつまらない） 

born（動）bear（生む）の過去分詞  （形）生まれながらの  

⇔ Akiko was born in Tokyo.（あき子は東京で生まれた） 

borrow（動）借りる ［（反意）lend貸す］ 

both（形）両方の  （代）両方、両者   

⇔ I like both of them.（私は彼らの両者とも好きです） 

both…and～（熟）…も～も両方とも 

⇔ Both he and she are happy.（彼も彼女も両者とも幸せです） 

参考 bothの入った文を打ち消しにすると、部分否定になり、「両方とも…というわけではない（片

方は…である）」の意味になります。⇔ I don't like both of them.（彼らの両者を好きなわけ

ではありません） 

bottle（名）びん  a bottle of milk 牛乳１びん 

bottom（名）底、（山の）ふもと［（反意）top頂上］、（人の）尻
しり

 

bought（動）buy（買う）の過去・過去分詞  

bow（動）おじぎをする、頭を下げる （名）おじぎ  

bowl（名）おわん、（料理で使う）ボウル 

bowling（名）ボウリング 

box（名）箱（複数 boxes）  →（形）boxed箱入りの 

boy（名）少年、男の子 ［（対）girl少女］、給仕をする人 

boyfriend（名）ボーイフレンド、男性の恋人［（対）girlfriend女性の恋人］ 

参考 ⇔I have many boyfriends.（たくさんの恋人がいる）となり、浮気者という意味になって

しまいますので、単に男性の友達という時は I have many friends.で十分です。 

boycott（名）ボイコット、集 団
しゅうだん

排斥
はいせき

、不買運動 

braille、Braille（名）点字 



brain（名）脳、（複数形で）brains頭脳、知能、あたま 

branch（名）枝、支流、支店 

brand-new（形）真新しい、まっさらの、できたばかりの 

brave（比較級 braver、最上級 bravest）（形）勇ましい、勇敢な 

Brazil（名）ブラジル（国名、首都はブラジリア Brasilia、ブラジル人 Brazilian） 

bread（名）パン        

break（過去 broke、過去分詞 broken）（動）こわす、破る、割る、夜が明ける 

break out（熟）起こる 

⇔ The war broke out in 1775.（その戦争は 1775年に起こりました） 

breakfast（名）朝食 

breath（名）息、呼吸 

take a deep breath（熟）深呼吸をする 

breathe（動）呼吸する （参考）「発音注意」 

breeze（名）そよ風 

brick（名）れんが （形）れんがの 

bridge（名）橋 

bright（形）輝いている、明るい、りこうな  →（副）brightly明るく  

brightness（名）明るさ、輝き 

bring（過去・過去分詞 brought）（動）もってくる、つれてくる 

British（名）（theをつけて）イギリス人 （形）イギリスの、イギリス人の 

broke（動）break（こわす）の過去 

broken（動）break（こわす）の過去分詞 

brother（名）兄（弟）［（対）sister姉（妹）］ 

brought（動）bring（持ってくる）の過去・過去分詞 

brown（形）茶色の  （名）茶色 

brush（名）はけ（複数 brushes） （動）ブラシをかける 

bucket（名）バケツ 

Buckingham Palace（名）バッキンガム宮殿 

build（過去・過去分詞 built）（動）建てる、造る  

building（名）建物、ビルディング、建築物 

built（動）build（建てる）の過去・過去分詞 

bulb（名）球根、電球 

bump（名）（皮膚にできた）ぶつぶつ、突起、（ぶつかってできた）こぶ、ドンと突き当たる激突の音 

burn（過去・過去分詞 burnt or burned）（動）燃える、燃やす 

burnt（動）burnの過去・過去分詞 

bury（動）埋める、埋葬する 

bus（名）バス  

by bus（熟）バスで  bus stop バス停、バス停留所 

business（名）商売、仕事、用件、業務 

businessman（名）実業家、企業の経営者 

busy（比較級 busier、最上級 busiest）（形）忙しい、にぎやかな、（電話が）話し中で 

⇔ The line is busy.（電話は話し中です） 

but（接）しかし、…だけれども  （副）ただ、ほんの  （前）…をのぞいては、…以外  

⇔ He is poor but honest.（彼は貧しいが正直です） 

butter（名）バター 

butterfly（名）（虫）蝶（複数 butterflies） 

button（名）ボタン、（ベルの）押しボタン 

buy（過去・過去分詞 bought）  （動）買う［（反意）sell売る］ 



buzzer（名）ブザー 

by（前）…のそばに［（同意）beside］、…によって、…までに、…だけ  （副）そばに、近くに  

⇔ This story was written by Shakespeare.（この物語はシェークスピアによってかかれました）  

I'll be back by seven.（私は 7時までに帰ります） 

She is taller than I by two inches.（彼女は私より 2インチだけ背が高い） 

A stranger passed by.（見知らぬ人がそばを通り過ぎました） 

by and by（熟）やがて、ほどなく 

⇔ By and by she will get better.（やがて彼女は様態がよくなるでしょう） 

by oneself（熟）ひとりで、独力で 

⇔ You must finish the work by yourself.（あなたは独力でその仕事を終えなければなりませ

ん） by the way（熟）ところで、途中で 

参考 《「…まで」の by と till》 by…はあるときまでに動作が終わることを示します。それに

対し till…は、あるときまで動作や状態が続いていることを示します。by seven（7時までには）、

till seven（7時までずっと） 

bye（間投）さようなら ［（同意）good-bye］ 

⇔ Bye now.じゃあまた 

 

C 

cabbage（名）キャベツ  Chinese cabbage白菜 

cabin（名）小屋、船室 

cable car（名）ケーブルカー  

cafeteria（名）セルフサービスの食堂、カフェテリア 

cage（名）鳥かご、（動物の入る）おり 

cake（名）菓子、ケーキ、かたまり  a birthday cake 誕生日のケーキ 

a cake of soap せっけん１個 

calculator（名）計算機、電卓 

calendar（名）カレンダー、こよみ 

call（動）呼ぶ、たずねる、電話をかける  （名）呼び声、訪問、電話の呼び出し 

call for（熟）要求する、（人）を迎えに行く  

⇔ They called for help.（彼らは助けを求めました）  

call on (or at)（熟）…を訪問する  

参考《call on と call at》ふつう call onは「（人）を訪問する」ときに用い、call atは「（家

など）を訪問する」ときに用います。 ⇔ John called on（at ではない）his uncle.（ジョン

はおじさんを訪問しました） 

calm（形）穏やかな  （名）静けさ  （動）静める、静まる 

Cambodia（名）カンボジア（国名、首都はプノンペン Phnom Penh） 

came（動）come（来る）の過去 

camera（名）カメラ、写真機 

camp（名）キャンプ、テント生活 （動）キャンプ生活する 

campaign（名）運動、キャンペーン 

can（過去 could、未来 will(shall) be able to）（助）…することができる、…してもよい、（否定

の形で）…のはずがない   

⇔ Can I go with you?（君と一緒に行ってもいいですか）  

The report cannot be true.（その知らせは本当であるはずがありません） 

can't help …ing（熟）…せざるをえない 

⇔ I can't help laughing.(私は笑わざるをえません）  

（名）缶詰の缶（米）、tin（英） a can of coffee缶コーヒー1本 

参考 canの未来、現在完了、過去完了形には be able toを用います。⇔ I will be able to swim.



（未来）（私は泳げるようになるでしょう） I have been able to swim.（現在完了）（私はずっ

と前から泳げます） 

Canada（名）カナダ（国名、首都はオタワ Ottawa） 

cancer（名）（病気の）癌
がん

 

candle（名）ろうそく 

candy（名）キャンディー、砂糖菓子［（同意）sweets（英）］（複数 candies） 

cannot（助）can（できる）の否定形（can not, can'tともつづる）…できない、…はずがない 

can't（助）can notの短縮形 

cap（名）（ふちのない）帽子、キャップ、さや 

capital（名）首都、大文字、資本  （形）首位の、主要な 

captain（名）長、（チームの）主将、船長 

car（名）車、自動車 

by car（熟）自動車で  carport車庫 

card（名）カード、はがき、名刺、トランプ 

care（名）注意、心配、世話  （動）心配する、気にする  

care for（熟）…の世話をする、（否定・疑問で）好む 

take care（熟）…に注意する、気をつける 

take care of（熟）…に気をつける、…の世話をする  

⇔ Take care of yourself.(お体を大切に) 

with care（熟）注意して 

⇔ Do your work with care.（注意して仕事をしなさい） 

career（名）職業、経歴  career experience職業体験学習     

careful（比較級 more careful、最上級 most careful）（形）注意深い［（反意）careless 不注意な］  

→（副）carefully注意深く、慎重に 

carefully（副）注意深く、慎重に 

careless（形）不注意な、無頓着な 

carpenter（名）大工 

carrot（名）にんじん 

carry（過去・過去分詞 carried）（三単現 carries）（動）運ぶ、持って行く、（話などを）伝える   

carry out（熟）…をやり遂げる 

carry through（熟）最後までやり遂げる 

cartoon（名）（新聞などの）漫画、続き漫画 cartoonist漫画家 

case（名）容器、箱、場合 

in case of（熟）…の場合は 

castle（名）城 

cat（名）（動物）ねこ 

catch（過去・過去分詞 caught）（動）とらえる、（病気に）かかる、（乗り物に）間に合う、理解する 

⇔ They caught the first train.（彼らは一番列車に間に合いました） 

  参考《catchのまちがいやすい表現》「彼は私の手をつかんだ」の言い方に注意しましょう。⇔ He 

caught me by the hand.（正しい） He caught my hand.（誤り） 

caught（動）catch（とらえる）の過去・過去分詞 

cause（動）…を引き起こす  

cause…to～（熟）…に～させる 

CD（名）コンパクトディスク  （略）compact disk(or disc)（複数 CDｓ） 

ceiling（名）天井 

celebrate（動）祝う、（儀式を）おこなう 

cell phone（名）携帯電話 ［（同意）mobile phone（英）］ 



cent（名）セント（米国の貨幣、１ドルの 100分の１）  

center, centre (英)（名）中心、中央［（同意）middle］、（野球・バスケットなどの）センター 

in the center of（熟）…の中心に 

centimeter, centimetre（英）（名）センチメートル（長さの単位） （略）cm 

century（名）世紀、100年（複数 centuries） 

cereal（名）シリアル（オートミール、コーンフレークなど） 

ceremony（名）儀式、（礼儀）作法  tea ceremony茶道 

certain（形）確かな、ある…［（同意）sure］ 

certainly（副）確かに、まちがいなく、（返事に用いて）いいですとも、承知した 

chain（名）くさり 

chair（名）いす、議長の席 

chairman（名）議長、司会者、委員長  

  参考 最近は男女の性差を避けるために男女の区別のない chairpersonが使われます。 

chalk（名）チョーク、白墨 

challenge（動）…に挑戦する  （名）挑戦 

champion（名）（競技の）優勝者、チャンピオン 

championship（名）優勝 

chance（名）機会、チャンス、運  （動）偶然…する 

by chance（熟）偶然に 

have a chance（熟）機会をもつ 

change（動）変化する、交換する  （名）変化、つり銭 

channel（名）（テレビの）チャンネル、海峡、（船が通れる）水路  

chapter（名）（本の）章 

character（名）性格、人格、特徴、（小説など）人物 

charity（名）慈善団体 

charm（名）お守り 

chase（動）…を追いかける  

chase…away（熟）…を追い払う 

cheap（形）安い［（反意）expensive, dear高価な］  （副）安く 

check（動）確認する、…を調べる、（項目などを）照合する 

 check out …（熟）…を調べる、…の情報を得る 

check out of the hotelホテルをチェックアウトする 

cheer（動）元気づける、励ます  （名）声援、かっさい 

cheerful（形）きげんがよい、元気のよい、快活な 

cheese（名）チーズ 

chemical（名）化学製品（薬品） 

chemistry（名）化学 

cherry（名）さくらんぼ、桜の木（複数 cherries） 

chess（名）チェス 

chest（名）胸 

chew（動）よくかむ、かじる 

chicken（名）ひよこ、ひな、ニワトリの肉 

chief（名）長、指導者  （形）主要な 

child（名）子ども（複数 children） 

children（名）child（子ども）の複数 

chime（名）チャイム、チャイムの音 

chimney（名）煙突 （複数 chimneys） 

China（名）中国（国名、首都はペキン Beijing） 



Chinatown（名）チャイナタウン、中華街 

Chinese（名）中国人、中国語  （形）中国の、中国人の 

chip（名）（イギリスで）フライドポテト （参考）fish and chips 白身魚のフライとフライドポテ

ト、イギリスでよく食べられる料理 

chocolate（名）チョコレート 

choice（名）選択、選ぶこと 

choose（過去 chose、過去分詞 chosen）（動）選ぶ［（同意）select］、…することに決める  

参考《choose, select, elect のちがい》choose はせまい範囲の中からどれにするかを決め、そ

の決めたものを取ること。 select は広い範囲の中からえり抜くこと。 elect は投票で選挙す

ること。 

chopstick(s)（名）（複数扱いで）箸
はし

 

chorus（名）合唱、合唱隊、コーラス 

chose（動）choose（選ぶ）の過去 

chosen（動）choose（選ぶ）の過去分詞 

Christ（名）（イエス）キリスト  Jesus Christキリスト教の祖 

Christmas（名）クリスマス（Xmasと略す）  

church（名）教会、礼拝 （複数 chuches） 

circle（名）円、輪、仲間、サークル 

citizen（名）市民、公民、国民 

city（名）市、都市（複数 cities） 

civil（形）市民の、礼儀正しい  civil servant（イギリスでは）公務員  civil war内戦    

the Civil War南北戦争 

clap（動）手をたたく、拍手、（親しみを込めて）ぽんとたたく 

class（名）級、学級、授業、等級（複数 classes）  

参考 《「私は１（２,３）年生です」の表し方》 I am in the first (second, third) year class. 

と序数を用います。 

classmate（名）級友、同級生 

classroom（名）教室［（同意）schoolroom］ 

clean（形） 清潔な、きれいな［（反意）dirty 汚い］  （副）きれいに  

（動）きれいにする、掃除する 

cleaner（名）掃除機（vacuum cleaner）、掃除作業員、洗剤 

cleaning（動）clean（…をきれいにする）の現在分詞  （名）掃除、クリーニング 

clear（形）晴れた、澄んだ、明らかな、はっきりした  （動）（空が）晴れる、明らかにする 

→（副）clearly明らかに 

clearly（副）明らかに、はっきりと 

clerk（名）事務員、店員 

clever（形）りこうな、賢い［（同意）wise（反意）stupidおろかな］、器用な 

click（動）（ボタンを）カチッと押す 

climate（名）気候  climate change気候変動 

climb（動）登る、よじ登る 

climb up（熟）…をよじ登る 

clinic（名）診療所、クリニック ［（参考）大きな総合病院は hospital］ 

clock（名）柱時計、置き時計 ［（参考） watchは腕時計］ 

close1（動）閉じる［（同意）shut］、終わる  （名）終わり、閉会 

close2（形）接近した、親しい 

cloth（名）布、きれ、テーブルかけ （複数 cloths） 

clothes（名）着物、衣服 



cloud（名）雲、くもり  （動）（空が）くもる 

cloudy（比較級 cloudier、最上級 cloudiest）（形）（空が）くもった、くもりの［（反意）fine 晴

れた］ 

club（名）クラブ、こん棒 

coach（名）コーチ、指導員（複数 coaches） 

coal（名）石炭 

coast（名）海岸、沿岸 

coat（名）（洋服の）上着、外とう、コート 

cock（名）おんどり［（対）henめんどり］ 

coffee（名）コーヒー 

参考《coffee, tea, milk, water の数え方》a cup of coffee (tea) （１杯の…） two glasses 

of milk(water)（２杯の…） 

coin（名）貨幣、お金［（対）bill, note 紙幣］ 

cold（形）寒い、冷たい［（反意）hot暑い］ （名）風邪 

catch(or take) a cold （熟）風邪をひく 

collect（動）集める、集まる ［（同意）gather］ 

collection（名）コレクション、収集、集めたもの 

college（名）単科大学（米） ［（参考）総合大学は university］ 

color, colour (英) （名）色、絵の具、血色 （動）色をつける 

combination（名）組み合わせ 

come（過去 came、過去分詞 come）（現在分詞 coming）（動）来る、…出身（生まれ）である 

⇔ He comes from New York.（彼はニューヨークの出身です）   

come home（熟）帰宅する   

come out（熟）出る、（花が）咲く   

come up（熟）上がる、近づく   

参考《come と go》come は相手を中心に考えて、そこへ向かう動作を、go は自分を中心にして、

そこから外へ向かう動作を示します。⇔ I’ll come to you soon.（すぐ君の所へ行く） 

comedian（名）コメディアン 

comedy（名）喜劇 ［（反意）tragedy悲劇］ 

comfort（名）快適さ、安楽、満足、慰め 

comfortable（比較級 more comfortable、最上級 most comfortable）（形）気持ちのよい、安楽な 

comic（名）漫画、漫画本 

coming（動）come（来る）の現在分詞  （形）次の、来るべき［（同意）next］  

the coming Monday次の月曜日 

comment（名）コメント、意見、批評 

commercial（名）コマーシャル 

common（形）ふつうの、共通の、一般の、ありふれた  （名）共有、共有権（地） 

communicate（動）伝達する、伝える、通信する 

communication（名）伝達、連絡、コミュニケーション 

community（名）共同体、コミュニティ 

company（名）仲間、友、会社（Co.と略すことが多い）、一行、一座 

compare（動）…を比較する、比べる 

compartment（名）仕切ってある場所、物入れ、イギリスやヨーロッパの鉄道で、向かい合わせの座

席がある定員６人から８人の部屋、個室 

compass（名）コンパス 

complain（動）不満を言う、文句を言う 

complete（形）完全な、まったくの  →（副）completely完全に 

completely（副）完全に、まったく  →（形）complete完全な 



computer（名）コンピュータ、電子計算機  computer scienceコンピュータ科学 

conceive（動）思いつく、考え出す、思う 

concentrate（動）集中する  

concentrate on…（熟）…に集中する 

concert（名）音楽会、コンサート 

conclusion（名）結論 

condition（名）状態、状況、条件 

conditioner（名）調節器、冷暖房装置、コンディショナー  a hair conditioner整髪剤  

air conditionerエアコン 

condominium（名）分譲マンション、コンドミニアム 

conductor（名）指揮者、添乗員、案内人 

confectioner（名）お菓子職人 

conference（名）会議 

confuse（動）混同する、区別がつかない、…と間違える 

confuse…with～（熟）…を～と混同する 

confusing（形）紛らわしい 

connect（動）結びつける、つなぐ、つながる、（交通機関が）接続（連結）している 

connection（名）接続（すること）、つながり、関係 

consider（動）…をよく考える、熟考する 

contact（名）接触、ふれあい、連絡、コンタクト 

contain（動）…を含む、…に等しい 

content（名）内容、中身、（本の）目次 

contest（名）競争、論争、コンテスト  （動）競争する、論争する 

continent（名）大陸、（the Continentヨーロッパ大陸を表す）   

⇔ Australia is both a country and a continent.（オーストラリアは国であり大陸でもありま

す） 

continue（現在分詞 continuing）（動）続ける、続行する 

control（名）支配、統制 （動）支配する、おさえる 

convenience（名）便利なこと（もの） convenience storeコンビニエンスストア、コンビニ 

convenient（形）便利な 

cook（動）料理する  （名）コック 

cooker（名）鍋、料理用コンロ［（同意）stove］ rice cooker炊飯器 

cookie（名）クッキー 

cooking（名）料理 

cool（形）涼しい［（反意）warm暖かい］ （動）冷やす、冷える  （名）冷気 

cooperate（動）協力する、協同する 

cooperation（名）協力すること、援助、協調性 

copy（動）写す、コピーをする、複写する、模写する、まねる 

coral（名）さんご  coral reefさんご礁 

corn（名）穀物、（米）とうもろこし、（英）小麦 

corner（名）かど、すみ 

 参考《corner につく前置詞》「かど」に接している場合は on、「曲がりかど」という地点を示す

場合は at、「へやのすみ」のような場合には inを用います。 

correct（形）正しい、正確な［（同意）right］ （動）訂正する 

cost（過去・過去分詞 cost）（動）（費用が）かかる、（時間や労力を）要する   

（名）費用、値段、損失  

⇔ This hat cost me three thousand yen.（この帽子は３千円でした） 

costume（名）服装、衣装 



cotton（名）綿、もめん 

cough（動）せきをする 

could（助）（can（できる）の過去）、（過去の事実）…できた （仮定法過去）…できるのだが 

couldn't  could notの短縮形 

count（動）数える、計算する、…とみなす （名）計算、総数  

⇔ He counted from one to ten.（彼は１から 10まで数えました） 

country（名）国、the countryいなか （複数 countries） 

couple（名）一対、二つ、夫婦、（男女の）一組 

a couple of（熟）二つの、一対の 

courage（名）勇気、度胸 

course（名）進路、コース、課程 

of course（熟）もちろん 

court（名）法廷、（テニスなどの）コート、中庭 

cousin（名）いとこ ［（参考） 男女ともに用いる］ 

cover（動）おおう、補う  （名）表紙、カバー、おおい 

cow（名）（動物）め牛 ［（対）oxお牛］ 

cracker（名）（お菓子の）クラッカー 

crane（名）（鳥）ツル  paper crane（折り紙の）鶴 

crazy（形）熱狂した、熱中した、夢中になった 

cream（名）クリーム  ice creamアイスクリーム  cream puffシュークリーム 

create（動）創造する、作り出す 

creature（名）生き物 

cricket（名）クリケット（11人ずつ２チームで戦うイギリスの球技）  （名）（虫）こおろぎ 

crocodile（名）（動物）（アフリカ・アジア産の）わに 

crop（名）農作物、作物 

cross（三単現 crosses）（動）横切る、交差する  （名）十字架、十字路 （複数 crosses） 

（形）十字形の、交差した 

crow（名）（鳥）カラス 

crowd（名）群衆、おおぜい  （動）むらがる、混雑させる 

crowded（形）混雑した、満員の  

参考「…でこみあっている」は be crowed with…とします。⇔ The street was crowded with

（byではない）people.（その通りはたくさんの人で混みあっていた） 

cruel（形）残酷な、むごい 

cry（過去・過去分詞 cried）（三単現 cries）（動）叫ぶ、泣く （名）叫び声、泣き声（複数 cries） 

cucumber（名）キュウリ 

culture（名）文化、教養 

cup（名）コップ、優勝杯  

a cup of tea（熟）一杯のお茶 

curry（名）カレー料理、カレー 

curtain（名）カーテン、窓かけ（芝居などの）幕 

cushion（名）クッション、座ぶとん 

custom（名）（社会的な）習慣、風習、しきたり 

customer（名）客、お得意さん 

cut（過去・過去分詞 cut）（現在分詞 cutting）（動）切る、刈る、切れる  

（名）切ること、 切り傷、さし絵、カット  

cut down（熟）切り倒す 

cute（形）かわいい ［（参考）男女の別なく用いる］ 

cycle（動）サイクリングをする  



go cycling（熟）サイクリングに行く 

 

D 

dad（名）（小児語）おとうちゃん［（同意）daddy］ 

daily（形）毎日の 

damage（名）損害、被害  （動）損害を与える 

dance（動）おどる、ダンスをする  （名）踊り、ダンス 

danger（名）危険［（反意）safety安全］、障害 

(be) in danger（熟）危険にさらされている 

⇔ His life is in danger.（彼の命は危険にさらされています） 

dangerous（比較級 more dangerous、最上級 most dangerous）（形）危険な、危ない［（反意）safe安

全な］ 

dark（形）暗い［（反意 light明るい）、黒い［（同意）black］、濃い  （名）暗やみ  

⇔ It is getting dark.（暗くなっていきます） 

darkness（名）暗闇、暗黒  

data（名）データ、情報 ［（参考）もともとは datum の複数形だが、現在は単数・複数の両方に用

いる。］ 

date（名）日付、時代、会う約束 

make a date（熟）会う約束をする 

out of date（熟）時代遅れの 

up to date（熟）今まで、最新式の 

  参考《日付 dateの表し方》「５月 10日」は次のような言い方であらわします。 ①It’s the tenth 

of May.（ofが必要） ②It’s May the tenth.  ③It’s May tenth.  ④It’s May. 10（May  tenth） 

daughter（名）娘 ［（対）son息子］ 

day（名）日、昼間、一日、（複数で）時代 

all day long（熟）一日中  

day by day（熟）日ごとに、日一日と  

⇔ It is getting warmer day by day.（日ごとにあたたかくなってきます） 

these days（熟）この頃は、最近は 

in those days（熟）当時は 

daytime（名）昼間、日中［（反意）nighttime夜（の）］、夜間（の） 

in the daytime（熟）昼間は  

dead（形）死んだ ［（反意）alive生きている］、枯れた  （名）（the dead）死者   

（副）全く、ひどく 

deaf（形）耳の不自由な、（theをつけて）耳の不自由な人 

deal1（動）…を分配する、取り扱う、処理する  

deal in（熟）あきなう、売買する   

deal with（熟）…をあつかう、論じる、取引をする 

deal2（名）取引、契約、量、分量  

a good (or great) deal of（熟）非常にたくさんの 

⇔I need a good ( or great ) deal of money.（私は非常にたくさんのお金が必要です） 

dealt（動）deal（分配する）の過去・過去分詞 

dear（形）親愛な、かわいい、高価な ［（反意）cheap安い］ （名）愛するもの 

death（名）死 ［（反意）life生命、birth誕生］ 

debate（名）ディベート 

debut（名）デビュー    

make one's debut（熟）デビューする 

deceive（動）だます 



December（名）12月（Dec.と略す） 

decide（動）決定する、解決する、決心する 

⇔ He decided to be a scientist.（彼は科学者になろうと決めました） 

decision（名）決断 

declare（動）宣言する、（税関で）申告する 

decorate（動）飾る 

decrease（動）減少する［（反意）increase増加する］ 

deep（形）深い［（反意）shallow浅い］、深遠な、（色が）濃い  （副）深く   

⇔ This hole is five feet deep.（この穴は深さ５フィートです） 

deeply（副）深く 

deer（名）（単複同形）（動物）鹿 

degree（名）（温度などの）度 

delicious（比較級 more delicious、最上級 most delicious）（形）おいしい、気持ちの良い［（同意）

sweet］ 

delight（名）大喜び、歓喜  （動）（人を）喜ばせる 

⇔ She was delighted with her new home.（彼女は新しい家に大喜びした） 

democracy（名）民主主義、民主政体 

demon（名）悪霊、悪魔、鬼 

demonstration（名）（集会や行進による）デモ、デモンストレーション 

dentist（名）歯科医 

depart（動）出発する［（反意）arrive］ 

department（名）部門、…部、…科、学部 

department store（名）デパート、百貨店 

departure（名）出発 

depend（動）…にたよる   

depend on…（熟）…にかかっている、…次第である 

desert（名）砂漠、不毛の地  （形）荒れはてた 

design（名）デザイン、設計 

desk（名）机 ［（参考） 食卓は table］ 

despair（動）絶望する 

dessert（名）デザート 

destroy（動）破壊する、撲滅する 

detective（名）探偵、刑事  （形）探偵に関する  detective story探偵小説 

develop（動）発達させる、発展させる  a developing country発展途上国 a developed country

先進国 

development（名）発達、発展 

devil（名）悪魔、鬼 

devote（動）（時間、努力、金）を捧げる、専念する、熱愛する 

diamond（名）ダイヤモンド、（トランプの）ダイヤの札、（野球の）内野、野球場 

diary（名）日記（帳）（複数 diaries） 

dictionary（名）辞書、辞典（複数 dictionaries） 

did（動）（助）doの過去 

didn't  did not の短縮形 

die（過去・過去分詞 died）（現在分詞 dying）（動）死ぬ［（反意）live生きる］、枯れる、消える 

die of（熟）（病気などで）死ぬ 

diet（名）食習慣、（治療・減量のための）規定食、減食、美容食、ダイエット 

the Diet日本の国会  （動）減食する 

difference（名）違い、相違、差 



different（比較級 more different、最上級 most different）（形）異なった、ちがった［（反意）same

同じの］いろいろな［（同意）various］ 

→（名）difference  

→（副）differently 

 (be) different from（熟）…とちがっている 

  参考《「Aと Bはちがう」と「Aと Bは同じ」の表し方》A is different from B.  A is the same 

as B.  

differently（副）異なって、違うように 

difficult（比較級 more difficult、最上級 most difficult）（形）困難な、むずかしい［（同意）hard  

（反意）easyやさしい］  

difficulty（名）難しさ、困難 ［（反意）ease容易さ］ 

with difficulty（熟）苦労して、やっと 

dig（過去・過去分詞 dug）（現在分詞 digging）（動）（地面を）掘る 

digital（形）デジタル（式）の、数字で示す［（反意）analog、analogue（英）アナログの］ 

dining room（名）食堂、ダイニングルーム 

dinner（名）夕食、（一日のうちの主な）食事、ディナー、晩餐会 

⇔ What's for dinner?（夕食は何ですか） 

参考 ふつう a をつけず複数形にもしないが、形容詞がつくと a がついたり複数形になったりす

る。an early dinner早めの夕食 a late dinner遅めの夕食 

dinosaur（名）恐竜 

diplomat（名）外交官 

direct（動）（映画などを）監督する、演出する  （形）まっすぐな、直接の、率直な 

direction（名）方向、方角  

in all directions（熟）四方八方に 

director（名）（映画やテレビ番組などの）監督、ディレクター、指導者 

dirty（比較級 dirtier、最上級 dirtiest）（形）汚い［（反意）cleanきれいな］、下品 

disabled（形）身体障害の、体の不自由な ［（参考）差別的な意味合いが強いとされる handicapped

の代わりに用いられる。］ 

disagree（動）意見があわない 

disappear（動）見えなくなる、消える 

disappoint（動）（人を）失望させる、がっかりさせる 

disaster（名）災害、天災、大惨事 

discover（動）発見する、気づく 

discuss（動）議論する、討論する  →（名）discussion議論  

参考 discuss の直後には about をつけません。⇔ Let's discuss the plan. （その計画を議論

しよう） 

discussion（名）議論、討論、討議、話し合い 

disease（名）（重度の）病気 

dish（名）皿（深皿）、料理（複数 dishes） 

display（名）陳列、展示 

distant（比較級 more distant、最上級 most distant）（形）遠い［（同意）far （反意）near近い］ 

→（名）distance距離、遠方 

dive（動）もぐる、飛び込む 

divide（動）分ける、分割する 

do（過去 did、過去分詞 done）（三単現 does）（動）（仕事などを）する、行う、果たす（動詞の繰り

返しを避けるためその動詞の代わりに使う） （助）（一般動詞を含む文の疑問文・否定文に使

う） 

⇔ He did his best.（彼は最前をつくしました） 



That will do.（それでよろしい） 

Do you like here?  Yes, I do.（彼女を好きですか。はい、好きです） 

How do you do?（はじめまして。よろしく（初対面の挨拶） 

do with（熟）…を処置する 

do without（熟）…なしですます 

have to do with（熟）…と関係がある 

doctor（名）医者、博士 

does（動）（助）doの三人称単数現在 

doesn't does notの短縮形 

dog（名）犬 

doll（名）人形 

dollar（名）ドル（米国やカナダなどの貨幣単位） 

dolphin（名）イルカ 

dome（名）丸屋根，ドーム 

donate（動）寄付する、提供する 

donation（名）寄付、寄贈 

done（動）do、doesの過去分詞 

don't do notの短縮形 

door（名）戸、ドア、入り口  doorbell戸口のベル、ブザー 

dormitory（名）寄宿舎、寮 

dot（名）点、しみ、斑点、小数点、小さな丸い点 

double（形）２倍の、２人用の、二重の、（名）倍、２倍（複数形にして）（テニスの）ダブルス 

doubt（動）疑う、～でないと思う ［（反意）believe～だと信じる］ （名）疑い、疑念 

down（副）下へ、下に ［（反意）up上に］、くだって （前）…の下方に   （形）くだりの  

downstairs（副）階下へ（に） ［（反意）upstairs階上へ］ （名）階下 （形）階下の 

downtown（名）（副）（形）街の中心部（へ、の）、繁華街（へ、の）、都心（へ、の）［（対）uptown 

住宅地区（へ、の）］  

go downtown（熟）町へ出かける（to downtownとしない） 

  参考 日本語の下町という意味ではなく、繁華街やオフィス街のようなにぎやかな地域を表しま

す。東京で言えば、いわゆる下町の浅草ではなく、新宿や丸の内にあたります。 

dozen（名）１ダース、12個  dozens of（熟）たくさんの、何十もの  

⇔ Dozens of people came to the party.（何十人もがパーティーに来た） 

Dr. （略）Doctor ［（参考）博士や医者の名前の前につける］ 

drama（名）劇、戯曲、演劇、ドラマ 

drank（動）drink（飲む）の過去 

draw（過去 drew、過去分詞 drawn）（動）（絵を）えがく、引く［（同意）pull （反意）push 押す］、

近づく 

drawing（名）（鉛筆、ペン、クレヨンなどでかいた）絵、図画、線画 

drawn（動）draw（引く）の過去分詞 

dream（過去・過去分詞 dreamed or dreamt）（名）夢  （動）夢をみる 

参考 《「夢をみる」の表し方》「変な夢をみた」 

 I had a strange dream.（正しい） 

 I dreamed a strange dream.（正しい） 

I saw a strange dream.（誤り） 

dress（動）衣服を着る（着せる）よそおう  （名）服装 

dressing（名）ドレッシング、着付け 

drew（動）draw（引く）の過去 

drink（過去 drank、過去分詞 drunk）（動）飲む、酒を飲む  （名）飲み物 



drive（過去 drove、過去分詞 driven）（動）運転する、追う、車で行く  （名）ドライブ 

driven（動）drive（車を走らす）の過去分詞 

driver（名）運転手、ねじまわし 

drop（名）しずく、落下  （動）落ちる、下がる、落とす、降ろす 

drop in…（熟）…へちょっと立ち寄る  

⇔ She dropped in at her aunt's house.（彼女は、おばさんの家にちょっと立ち寄りました） 

drove（動）drive（車を走らす）の過去 

drugstore（名）（米）ドラッグストア、雑貨店［（参考）薬だけでなく化粧品、雑誌なども売り、軽

食堂にもなっている］ 

drum（名）太鼓、ドラム 

drunk（動）drink（飲む）の過去分詞 

dry（比較級 drier、最上級 driest）（過去・過去分詞）（三単現 dries）（形）乾いた［（反意）wetぬ

れた］  （動）乾かす、乾く 

duck（名）（鳥）あひる、かも 

dump（名）ゴミ捨て場  （動）…を捨てる 

during（前）…の間じゅう、…の間に  

⇔ He was in Paris during the war.（彼は戦争中パリにいました）  

参考《forと during》forは「…の期間、…にわたって」の意。duringは「…じゅうずっと」 

Dutch（名）オランダ語（人） 国名は the Netherlands、 Hollandは俗称   

⇔ Let's go Dutch for lunch.（昼食は割り勘にしよう） 

duty（名）義務、本分、（複数にして）職務、務め 

DVD（名）ディーブイディー （略）degital versatile disc 

dying（動）die（死ぬ）の現在分詞  （形）死にかかっている 

 

E 

each（形）（単数扱い）おのおのの  （代）各自、おのおの   

each other（熟）お互いに［（参考）二者の間の場合に使う。］   

⇔ They looked at each other.（彼らはお互いに見つめ合いました） 

eagle（名）（鳥）鷲 

ear（名）耳、聞き分ける力 

early（比較級 earlier、最上級 earliest）（副）早く［（参考）時間的に「はやく」の意味］  

（形）早い［（反意）late遅く、遅い］  

参考「はやい」にもいろいろありますが、とき（時期）が「はやい」ことは early、動作が「す

ばやい」は、fast、quick、rapidなどを用います。an early riser（早起きの人）、a fast runner

（早い走者） 

earn（動）（お金）をかせぐ 

earth（名）（theをつけて）地球、地面、大地、土、（電気の）アース  

⇔ The earth goes round the sun.（地球は太陽のまわりをまわります） 

earthquake（名）地震 

easily（副）容易に、たやすく 

east（名）東、東部 ［（対）west西、西部］the East東洋  （形）東の  （副）東へ、東に 

  参考 日本語では東西南北の順番で言いますが、英語では north, south, east, westの順です。 

Easter（名）イースター、復活祭    Easter Islandイースター島 

eastern（形）東の、東部の  

eastern part of …（熟）…の東部 

easy（比較級 easier、最上級 easiest）（形）容易な、易しい［（反意）difficult, hard難しい］、安

楽な［（同意）comfortable］  

⇔ This work is easy for me.（この仕事は私には易しい） 



eat（過去 ate、過去分詞 eaten）（現在分詞 eating）（動）食べる、食事する   

eat up（熟）食べつくす 

eaten（動）eat（食べる）の過去分詞 

echo（名）こだま 

eco-friendly（形）生態系に優しい  eco-tourismエコツーリズム   eco-bagエコバッグ 

ecology（名）生態（生物と環境との関係）、自然環境、環境保護 

economic（形）経済的な 

edge（名）端
はし

、縁
ふち

、へり 

education（名）教育、教養   

⇔ All people have the right to receive an equal education.（人はみな等しく教育を受ける

権利を有する） 

effect（名）影響   

have an effect on…（熟）…に影響を与える 

effective（形）効果的な、有効な 

effort（名）努力、活動    

make an effort（熟）努力する 

egg（名）たまご  

Egypt（名）エジプト（国名、首都はカイロ Cairo） 

Eiffel Tower（名）エッフェル塔 

eight（名）８、８時、８才 （形）８の 

eighteen（名）18、18才 （形）18の 

eighth（名）第８、８番目、（月の）８日、８分の１ （形）第８の、８番目の 

eighty（名）80、80才 （形）80の 

either（形）（２つのうちの）どちらかの、おのおのの  （代）どちらか、（否定文で）どちらも…

（でない）  （接）…か～かどちらか（or を伴う）  （副）（否定文で）…もまた（～でな

い）（否定文では too、also（もまた）を使わない）  

⇔ Either of you may go.（君たちのうちどちらかひとりは行ってよい） 

 I don't want either of them.（私はそのどちらもほしくありません） 

either…or～（熟）…か～かどちらか 

⇔ Either  you or I must go there.（君か私のどちらかがそこへ行かねばなりません） 

    参考 either…or～を用いた文の動詞は、orのすぐ後の名詞の人称と数に一致します。 

  「あなたか私のいずれかがまちがっています」  

⇔ Either you or I am wrong.（正しい） 

Either you or I are wrong.（誤り） 

elderly（形）年配の 

elect（動）選挙する、えらぶ  （形）選ばれた 

electric（形）電気の 

electricity（名）電気 

elegant（形）上品な、優雅な 

elementary school（名）小学校（米） 

elephant（名）（動物）ぞう 

elevator（名）エレベーター ［（同意）lift（英）］ 

eleven（名）11、11時、11才  （形）11の 

eleventh（名）第 11、11番目 （月の）11日  （形）第 11の 

else（副）そのほかに、ほかに 

⇔ Is anyone else absent?（ほかに誰か欠席していますか） 

e-mail, email, E-mail（名）電子メール、Eメール  （動）Eメールで送る 



embarrass（動）決まり悪い思いをさせる、恥ずかしい思いをさせる 

be embarrassed（熟）きまりの悪い思いをする 

⇔ I was embarrassed when the teacher asked me the question.（先生に質問されて困惑しま

した） 

embassy（名）大使館 

emerald（名）エメラルド 

employ（動）雇用する、雇う 

employee（名）従業員、雇われている人［（対）employer雇用
こ よ う

主
ぬし

］ 

employer（名）雇用主、雇い主 ［（対）employee従業員］ 

empty（比較級 emptier、最上級 emptiest）（三単現 empties）（形）からの   

（動）空にする、空になる 

encourage（動）…を勇気づける   

encourage …to～（熟）…に～するように促す   

⇔ I  encouraged him to try again.（私はもう一度やって見ればと彼を励ました） 

end（名）終わり、最後、末［（反意）beginning 初め］  （動）終える、終わる［（同意）finish 

（反意）begin始める（始まる）］ 

endangered（形）絶滅に瀕している 

enemy（名）敵 

energy（名）エネルギー、元気  solar energy太陽エネルギー 

engine（名）エンジン、発動機、機関車 

engineer（名）技師、機関士（米） 

engineering（名）工学 

England（名）イギリス、英国、イングランド 

  参考 国全体を指す名称ではありません。正式名は the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland（グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国）で、Britain、Great Britain、

UKが正確な呼び名です。 

English（形）英国人の、イングランド人の、英語の （名）英語、（theをつけて）英国民  

enjoy（動）楽しむ、喜ぶ 

enough（形）十分な  （副）十分に  （名）十分（の量・数） 

⇔ I have money enough (or enough money) to buy it.（私はそれを買うだけの十分なお金があ

ります） 

   参考 副詞 enoughの位置は形容詞や他の副詞の後。 ⇔ The water was warm enough.（水は十

分暖かかった） He is old enough to study.（彼は勉強するに十分な年齢です） 

enter（動）入る、参加する、入力する  →（名）entrance入口 

entertainment（名）娯楽 

entrance（名）入り口［（反意）exit出口］ 

envelope（名）封筒 

environment（名）環境 

environmental（形）環境の 

episode（名）（テレビ番組などの）１回放映分、エピソード、挿話
そ う わ

 

equal（形）平等な 

equal to…（熟）…と等しい 

equality（名）平等、同等 

equipment（名）道具、機材 

era（名）時代 

eraser（名）消しゴム、黒板消し 



erupt（動）（火山が）噴火する 

escape（動）逃げる、のがれる  （名）逃亡、逃走、脱出 

especially（副）特に、ことさらに、特別に 

ethnic（形）民族の、人種の 

Europe（名）ヨーロッパ 

European（名）ヨーロッパ人  （形）ヨーロッパの 

evaluate（動）…を評価する 

eve（名）前夜、前日  New Year's Eve大みそか 

even（副）…でさえも、…すら  （形）平らな、同等の 

even if ( or though )（熟）たとえ…でも   

⇔ Even if ( or though) you don't like it.（たとえ君がそれを嫌いでも） 

evening（名）夕方、晩 

event（名）できごと、事件、行事 

ever（副）かつて、いままでに、いつか  

for ever（熟）永久に、永遠に 

every（形）（単数名詞に用いて）すべての、おのおのの  

every other day（熟）一日おき（に） 

everybody（代）だれでも、みんな［（同意）everyone］ 

everyday（形）毎日の、日常の 

everyone（代）だれでも、みんな［（同意）everybody］  

  参考 every- のつく語はいつも単数扱いです。日本語では「みんな」と言いますが、複数とし

て扱ってはいけません。 ⇔ Everyone likes her.（三単現の s）（正しい） Everyone like her.

（誤り） 

everything（代）何でも、万事 

everywhere（副）どこでも、いたるところに 

exam（名）試験 （略）examination 

examination（名）試験、検査［（同意）test ］ 

examine（動）試験をする［（同意）test ］、審査する、調査する、考察する、診察する、検査する 

example（名）例、見本、模範 

for example（熟）たとえば 

excellent（形）すばらしい 

except（前）…を除いて、…のほか［（同意）but ］ 

exchange（動）交換する、取り替える 

excite（動）興奮させる  →（形）exciting興奮させる 

excited（形）わくわくした  

be excited to …（熟）…して興奮している 

exciting（形）わくわくするような、興奮させる 

⇔ How exciting!（へー、すごい！） 

excuse（動）許す、言い訳をする  （名）言い訳、口実 

⇔ Excuse me, but what time is it? （失礼ですが、何時ですか） 

exercise（名）練習［（同意）practice］、運動、練習問題 

take excercise（熟）運動をする 

exist（動）存在する、生存する、生きている 

expect（動）期待する、予期する 

expensive（比較級 more expensive、最上級 most expensive）（形）高価な［（同意）dear（反意）cheap

安い ］、ぜいたくな 

experience（名）経験、体験  （動）経験する、体験する 

experiment（名）実験  （動）実験する 



explain（動）説明する、弁解する 

explode（動）爆発する 

express（動）表現する、言い表す  （形）急行の （名）急行 

expression（名）表現、言い回し、（顔などの）表情 

extinct（形）絶滅した 

extra（副）特別に 

eye（名）目、視力 ［（同意）sight ］ 

eyesight（名）視力 

 

F 

face（名）顔、表面 （動）…に面する 

face to face（熟）面と向かって 

  参考《「窓から顔を出してはいけません」の表現》 Don't put your head out of the window. 

  faceではなく head 

fact（名）事実、真相   

in fact（熟）実は、つまり 

factor（名）要因 

factory（名）工場、製造所 （複数 factories） 

fade（動）消えている 

fail（動）失敗する、しくじる［（反意）succeed成功する］ 

⇔ He failed in the examination. （かれは試験に失敗しました） 

fail to（熟）…しそこなう  

⇔ I failed to see her.（彼女に会えませんでした） 

without fail（熟）必ず 

fair（形）美しい［（同意）beautiful］、快晴の、明瞭な［（同意）clear］、公正な ［（同意）just ］ 

faithful（形）忠実な 

fall（過去 fell、過去分詞 fallen）（動）落ちる、降る、たおれる  （名）秋 ［（同意）autumn（英）］、

落下、（複数で）滝 

fallen（動）fall（落ちる）の過去分詞  （形）落ちた 

false（形）間違った、事実に反する［（同意）wrong （反意）correct正しい］、うその、偽りの［（反

意）true 本当の］ 

family（名）家族、家柄 （複数 families） 

famous（比較級 more famous、最上級 most famous）（形）有名な  

(be) famous for（熟）…で有名である  

⇔ France is famous for her wine.（フランスはぶどう酒で有名です） 

fan（名）扇風機、愛好者、ファン 

fantastic（形）とてもすばらしい、すてきな 

far（比較級 farther or further、最上級 farthest or furthest）（形）遠い、はるかな［（同意）distant 

（反意）near近い ］  （副）遠くに、はるかに、ずっと   

as far as（熟）…のかぎりは、…まで  

⇔ We went as far as Osaka.（私たちは大阪まで行きました） 

by far（熟）はるかに、だんぜん 

    参考 far の比較級、最上級の用法 farther, farthest はいっぱんに「場所」の場合に用いら

れます。further, furthestは「時間・程度」の場合に用いられます。 

farm（名）農場、農園 

farmer（名）農民、農場主、農業をする人 

farming（名）農場、農作、農業経営 

fast（形）早い［（反意）slowおそい］  （副）早く、ぐっすりと 



⇔ He is fast aspeep.（彼はぐっすりと眠っています） 

fat（比較級 fatter、最上級 fattest）（形）太った、肥満した［（反意）thinやせた］   

（名）脂肪 

father（名）父親［（対）mother母親］、Fatherでキリスト教の神、自分の父、恩人 

favor, favour（英）（名）親切な行為  

⇔ May I ask you a favor? （あなたにひとつお願いしてもよろしいですか） 

favorite, favourite (英)（比較級 more favorite、最上級 most favorite）（形）大好きな、気に入

りの  （名）お気に入り 

fax（名）ファックス facsimileの略  （動）ファックスで送る 

fear（名）おそれ、心配（動）おそれる、気づかう 

feature（名）特徴、特色 

February（名）２月（Feb.と略す） 

fed（動）feed（食物を与える、食べる）の過去・過去分詞 

feed（過去・過去分詞 fed）（動）食物を与える、飼う、養う  （名）飼料、えさ  

feel（過去・過去分詞 felt）（動）感じる、さわる、…の感じがする 

feel like …ing（熟）…したい気がする 

⇔ I felt like crying.（私は泣きたいような気持ちでした） 

feeling（名）感じ、主観的な考え a feeling of hunger空腹感 （複数で）感情 

feet（名）foot（足、フィート）の複数 

fell（動）fall（落ちる）の過去 

fellow（名）男、やつ［（同意）guy］、仲間、同僚  a fellow worker同僚  

felt（動）feel（感じる）の過去・過去分詞 

female（名）女性、（動物の）メス  （形）女性の［（反意）male男性の、オス］ 

fence（名）垣、塀、さく 

fencing（名）（スポーツ）フェンシング、剣術 

festival（名）祭り、祝祭日 

fever（名）熱   

⇔ I have a fever.（私は熱があります） 

few（形）（不定冠詞 a をつけて）少数の、２,３の、（a をつけないで）ほとんどない［（反意）many

多数の］ （名）少数 

a few（熟）少しはある   

not a few（熟）かなり多くの 

 参考 fewは数えられる名詞の前につけ、数の多少を示し、littleは数えられない名詞の前につ

け、量の多少を表す。a few money（誤り） a little money（正しい） 

fiction（名）小説、フィクション 

field（名）野原、畑、競技場  field trip遠足、校外学習 

fifteen（名）15、15才（形）15の 

fifth（名）第５、５番目、（月の）５日（５thと略す）  （形）第５の、５分の１の 

fifty（名）50、50才  （形）50の 

fight（過去・過去分詞 fought）（動）戦う  （名）戦い 

fighting（名）戦い、戦闘、格闘、けんか  fighting spirit闘争心、闘志 

figure（名）数字、数 

figure skating（名）フィギュアスケート 

file（名）（整理した書類などの）綴
と

じ込
こ

んだ物、綴じ込み、ファイル 

on file（熟）ファイルに整理されて 

fill（動）満たす、満ちる ( be ) filled with（熟）…でいっぱいである 

⇔ The bag was filled with money.（その袋はお金でいっぱいでした） 



film（名）（写真の）フィルム、映画［（同意）movie（米）、picture］ 

final（形）最後の 

finally（副）最後に、ついに［（同意）at last］ 

find（過去・過去分詞 found）（動）見つける、気がつく、わかる   

find out（熟）発見する、見いだす 

fine（比較級 finer,最上級 finest）（形）立派な、みごとな［（同意）nice］、 美しい［（同意）beautiful］、

晴れた［（同意）clear］、元気な 

 参考《 clear と fine と fair のちがい 》 clear は「晴れわたった、空の澄んだ」最良の天気

の状態。fineは「晴天の、明るい、晴れわたった」の意。fairは「晴れた、（雲があっても）雨

になりそうもない」の意。 

fine art（名）美術品  fine arts（教科の）美術 

finger（名）（手の）指 

finish（動）終える、終わる［（同意）end（反意）begin始める］、仕上げる  （名）終了 

Finland（名）フィンランド（国名、首都はヘルシンキ Helsinki） 

fire（名）火、火事 （動）燃やす、鉄砲を撃つ 

fire drill（名）防火訓練 

firewood（名）薪
まき

 

fireworks（名）（通常複数形で）花火 

first（形）（theをつけて）最初の、第一の［（反意）last最後の］  （副）はじめに 

（名）最初、第一   

first of all（熟）まっさきに   

in the first place（熟）まず第一に 

fish（名）魚、（集合的に）魚類（複数 fishes、集合的には fish）   

（動）魚釣りをする（三単現 fishes） 

fisherman（名）漁夫（複数 fishermen） 

fishing（名）魚釣り、漁業   

go fishing（熟）魚釣りに行く 

fit（動）…に適した、ふさわしい、（大きさや型が）…に合う、ぴったりする 

five（名）５、５才、５時  （形）５の 

fix（動）固定する、修理する 

 参考《 mend、repair、fixのちがい 》mendは衣服・家具などの比較的簡単なものの修理で repair

は車やテレビなどの複雑な機械の修理で、fixは両方の意味で用いられる。 

flag（名）旗 

flash（名）ぱっと発する光、閃光
せんこう

 

flat（比較級 flatter、最上級 flattest）（形）平らな［（同意）even］、（床・壁などに）ぴったりつ

けて、パンクした  （副）きっぱりと  （名）平面、平地、半音低い音［（対）sharpシャー

プ］、アパート、マンション 

flavor, flavour(英)（名）味、風味、香味料 

flew（動）fly（飛ぶ、飛ばす）の過去 

flight（名）飛ぶこと、飛行、空の旅 

float（名）浮かぶもの、（パレードなどの）山車
だ し

、アイスクリームを浮かべた飲料  

（動）（ものや人が水面・水中・空中に）浮かぶ、漂う 

flood（名）洪水 （動）氾濫
はんらん

する 

floor（名）床、（建物の）階 ［（参考）１階 first floor（米）, ground floor（英）］ 



flour（名）粉、小麦粉 

flow（動）流れる、流れるように動く 

flower（名）花、草花 ［（参考）木に咲く花は bloom］ 

flown（動）fly（飛ぶ、飛ばす）の過去分詞 

fluently（副）流ちょうに 

flute（名）（楽器）フルート 

fly（過去 flew、過去分詞 flown）（三単現 flies）（動）飛ぶ、飛ばす （名）飛行  

（虫）はえ（複数 flies） 

flying（名）飛ぶこと、飛行 

focus（動）（注意などを）集中させる 

fog（名）霧、もや ［（参考）薄い霧は mist］ 

fold（動）折りたたむ、折る、折り重ねる 

folk song（名）フォークソング、民謡 

follow（動）…に続く、ついて行く、（忠告に）従う 

as follows（熟）つぎのとおり 

following（形）次の、下記の… 

⇔ Read the following passage and answer the questions.（次の文を読んで問いに答えなさい） 

fond（形）好きな、（…が）好きで  

 (be) fond of（熟）…を好む［（同意）like］ 

 参考「…を好む」の be fond of のあとに名詞、代名詞、動名詞を用います。代名詞は目的格に

なります。不定詞は使われません。 

⇔ I am fond of swimming. （to swimではない）（私は泳ぐことが好きです） 

food（名）食物、食料 

foolish（比較級 more foolish、最上級 most foolish）（形）ばかな、おろかな［（反意）wiseかしこ

い］ 

foot（名）足、（長さの単位）フィート、ふもと（複数 feet） 

on foot（熟）歩いて、徒歩で 

football（名）（スポーツ）フットボール 

  参考 アメリカではふつうアメリカンフットボール American football を指します。イギリスで

はふつうサッカーsoccerまたはラグビーrugby footballを指します。 

footprint（名）足跡 

for（前）…のために、…に向かって、…に代わって、…の間、…に対して、…のわりには、…とし

て  （接）というのは［（同意）because］   

as for (or to)（熟）…に関して  

for oneself（熟）独力で、自分のために  

force（動）共生する、無理に…させる（する） 

foreign（形）外国の［（反意）home国内の］、外国製の 

foreigner（名）外国人、よそ者 

forest（名）森、森林 

参考《 forest と woods を比べよう 》forest は人の住んでいるところから離れた鳥や動物がす

んでいる大きな森。woodsは人が住んでいるところに近い小さな森や林。 

forever（副）永久に、永遠に 

forget（過去 forgot、過去分詞 forgotten or forgot）（現在分詞 forgetting）（動）忘れる［（反意）

remember覚えている］ 

forgot（動）forget（忘れる）の過去・過去分詞 

forgotten（動）forget（忘れる）の過去分詞 

fork（名）フォーク  a knife and fork一組
ひとくみ

のナイフとフォーク（forkの前に aはつかない） 



form（名）形、形状、（人の）姿、形式、方式、書式、学級（英）、年級（英）   

（動）形づくる、形成する 

format（名）フォーマット、（本や雑誌の）体裁 （動）フォーマットする 

former（形）以前の、昔の、（theをつけて）前の、前者［（反意）the latter後の］ 

fortune（名）財産、富、運、運勢、幸運  fortune cookie 占いクッキー（中華料理店で出され、

お菓子の中におみくじ、格言を書いた紙切れが入っている） 

forty（名）40、40才（形）40の 

forward(s)（形）前方の （副）前方へ［（反意）backward後方へ］   

look forward to（熟）…を楽しみにして待つ  

参考 look forward toの後は名詞か動名詞が続きます。⇔ I'm looking forward to seeing you.

（正しい）（私はあなたにお目にかかれるのを楽しみにしています） I'm looking forward to your 

visit.（正しい）（私はあなたの訪問を楽しみにしています）I'm looking forward to see you.

（誤り） 

fossil（名）化石 

fought（動）fight（戦う）の過去・過去分詞 

found（動）find（見つける）の過去・過去分詞 

four（名）４、４才、４時  （形）４の 

fourteen（名）14、14才  （形）14の 

fourth（名）第４、４番目、（月の）４日、４分の１（４thと略す）  （形）第４の、４の１の 

fox（名）（動物）きつね、ずるい人（複数 foxes） 

fragile（形）壊れやすい、もろい  Fragile壊れ物、取り扱い注意 

France（名）フランス（国名、首都はパリ Paris） 

free（比較級 freer、最上級 freest）（形）自由な、ひまな、無料の  （副）自由に   

（動）自由にする 

get free from（熟）…から自由になる 

freedom（名）自由 

French（形）フランスの、フランス人の、フランス風の 

French fries（名）（細長い）フライドポテト 

fresh（形）新しい、新鮮な、さわやかな、生き生きした 

Friday（名）金曜日（Fri.と略す） 

fridge（名）冷蔵庫  refrigeratorの短縮形 

friend（名）友人、味方［（反意）enemy敵］  

make (or become) friends with（熟）…となかよしになる 

friendly（比較級 friendlier、最上級 friendliest）（形）親しい、親切な 

friendship（名）友情、親交 

frighten（動）驚かす、こわがらせる    

(be) frightened at（熟）…に驚く、…をこわがる  

⇔ We were frightened at the bird.（私たちはその鳥に驚きました） 

frog（名）（動物）かえる 

from（前）…から、…から来た、…で、（原因）…から、…のため  

from time to time（熟）ときどき  

参考「…の出身ですか」の言い方 Where do you come from?  Where are you from? （あなたは

どこの出身ですか） 

front（名）前方、正面 （形）前の、正面の   

in front of（熟）…の前に［（反意）behind…のうしろに］ 

fruit（名）くだもの 

fry（動）（フライパンで）いためる、フライにする ［（参考）deep-fryたっぷりの油で揚げる］ 

full（形）いっぱいの［（反意）emptyからの］、完全な   



(be) full of（熟）…でいっぱいである 

fun（名）おもしろいこと、たわむれ   

⇔ We had great fun at the games.（私たちはゲームをしてとても楽しみました） 

function（名）機能、働き、作用、役割 

fund（名）基金、資金 

funny（比較級 funnier、最上級 funniest）（形）おかしい、こっけいな 

furniture（名）家具、（事務室などの）室内備品  

[（参考）集合的に単数扱い。数える時は、a piece of furniture]   

⇔ There is a lot of furniture in his room（彼の部屋には家具が多い） 

future（名）未来、将来 （形）未来の、これから先の［（反意）past過去（の）］  

in the future（熟）将来に 

⇔ What do you want to be in the future?（将来あなたは何になりたいのですか） 

参考 《in the futureと in future 》in the futureは「将来（未来）において」の意。in future

は現在を起点として、「今後は」の意。（ただし、両方を同じ意味で用いることもあります） 

 

G 

gain（動）…を増す、得る 

game（名）競技、試合［（同意）match］ 

garage（名）車庫、ガレージ 

garbage（名）ごみ、生ゴミ［（同意）rubbish（英）］ garbage truck ゴミ収集車  garbage bag

ゴミ袋 

garden（名）庭、（複数で）公園 （動）庭をつくる 

garlic（名）にんにく 

gas（名）ガス、気体、ガソリン 

gate（名）門、玄関 

gather（動）集める、集まる［（同意）collect］、採集する 

gave（動）give（与える）の過去 

geese（名）goose（ガチョウ）の複数形 

general（比較級 more general、最上級 most general）（形）全般的な、一般的な、総合的な a general 

hospital総合病院   

in general（熟）一般の、概して［（対）in particular特に］ 

generally（副）一般に、たいてい   

generally speaking（熟）（ふつう文頭で）一般的に言えば 

generation（名）世代 

generous（形）気前のよい 

gentle（比較級 gentler、最上級 gentlest）（形）やさしい、穏やかな 

  →（副）gentlyやさしく、そっと 

gentleman（名）紳士［（対)lady貴婦人）（複数 gentlemen） 

genuine（形）本物の、真の、心からの 

geography（名）地理学 

German（形）ドイツの、ドイツ人の（名）ドイツ語、ドイツ人 

Germany（名）ドイツ（国名、首都はベルリン Berlin） 

gesture（名）身振り、手振り、ジェスチャー （動）身振りで話す 

get（過去 got、過去分詞 got or gotten）（現在分詞 getting）（動）得る、買う、（病気に）かかる、

到着する、食べる、…になる、…させる、…してもらう 

⇔ I got my hair cut.（私は髪を切ってもらいました） 

get back（熟）帰る 

get off（熟）…からおりる、ぬぐ 



get on（熟）…に乗る   

get out（熟）出て行く、出る 

get to（熟）…に着く、到着する 

get up（熟）起きる［（同意）rise］ 

Ghana（名）ガーナ（国名、首都はアクラ Accra） 

giant（名）巨人、大男、偉人 （形）巨人の、巨大な 

gift（名）贈り物［（同意）present］ 

girl（名）少女 [(対) boy少年] 

girlfriend（名）ガールフレンド、女性の恋人［（対）boyfriendボーイフレンド］ 

give（過去 gave、過去分詞 given）（現在分詞 giving）（動）与える［（反意）take取る］、払う、（会

を）開く、（声などを）発する  

give up（熟）あきらめる、やめる 

参考 目的語を２つとる動詞は、主語＋目的語（人）＋目的語（物）の語順となります。 

⇔ Father gave me a pen.（父は私にペンをくれた） 

given（動）give（与える）の過去分詞 

glacier（名）氷河 

glad（比較級 gladder、最上級 gladdest）（形）うれしい［（反意）sad悲しい］ 

 (be) glad to（熟）…してうれしい  

⇔ I am very glad to see you.（私はあなたに会えてとてもうれしいです） 

glass（名）ガラス、コップ（複数 glassesメガネ） 

global（形）全世界の、地球上の   global warming 地球温暖化（現象） 

glove（名）手袋、グローブ 

go（過去 went、過去分詞 gone）（三単現 goes）（動）行く、出発する、去る、…になる 

go away（熟）去る、行ってしまう 

go back（熟）もどる、帰る 

go down（熟）おりる、落ちる 

go home（熟）帰宅する 

go …ing（熟）…しに行く 

go on …ing（熟）…し続ける 

go out（熟）出ていく、消える 

go through（熟）…を通り抜ける 

go up（熟）上がる 

go with（熟）…といっしょに行く  

 (be) going to（熟）…するつもりである、…するところである  

(be) gone（熟）去った  

参考 go to school（学校に行く） go for a walk（散歩に行く） go on a trip（旅行に行く） 

goal（名）決勝点、ゴール、目的 

goat（名）（動物）やぎ 

god（名）神［（対）goddness女神］、（Godとして）（キリスト教でいう）神 

⇔ God bless (you) !（神の祝福あれ） 

goes（動）go（行く）の三人称単数現在形 

gold（名）金、金貨  （形）金の、金製の gold leaf金箔 

golden（形）金色の 

golf（名）ゴルフ 

gone（動）go（行く）の過去分詞 

good（比較級 better、最上級 best）（形）よい［（反意）bad 悪い］、おいしい、じょうずな、じゅう

ぶんな  （名）善、（複数で）品物、商品 

 a good many（熟）かなり多数の 



 (be) good at（熟）…がじょうずだ 

 (be) good for（熟）…に適している 

goodbye, goodby（間投）さようなら 

goodness（名）（質・人柄の）よさ   

for goodness sake（熟）お願いだから、たのむから  My goodness!おや！ まあ！ 

goose（名）（鳥）ガチョウ （複数 geese） 

got（動）get（得る）の過去・過去分詞 

gotten（動）get（得る）の過去分詞 

government（名）政府、政治、内閣 

grade（名）等級、（米）学級、学年 

graduate（動）卒業する 

graduate from…（熟）…を卒業する 

graduation（名）卒業、卒業式 

grandchild（名）孫 （複数 grandchildren） 

grandfather（名）祖父 

grandma（名）おばあちゃん 

grandmother（名）祖母 

grandpa（名）おじいちゃん 

grandparent（名）複数形で祖父母 

grape（名）（植物）ブドウ、ブドウの実、ブドウの木 

graph（名）グラフ ［（参考）a bar ( line, circle) graph 棒（折れ線、円）グラフ）］ 

grass（名）草、芝生（複数 grasses） 

gray, grey (英)（名）灰色、ねずみ色 （形）灰色の、ねずみ色の、ゆううつな 

great（形）偉大な、大きい［（同意）big、large］、重要な［（同意）important］ 

greatly（副）大いに、非常に［（同意）very, much］ 

greedy（形）欲張りな 

green（形）緑色の、新鮮な、未熟な （名）緑色、草地、芝生 

greet（動）あいさつする、…をむかえる 

greeting（名）あいさつ 

grew（動）grow（成長する、作る）の過去 

grey, gray（米）（名）灰色、ねずみ色 （形）灰色の、ねずみ色の、ゆううつな 

grin（動）にやっと笑う 

ground（名）地面、土地、運動場、理由［（同意）reason］ 

group（名）群れ、集団、グループ （動）集める、集まる 

grow（過去 grew、過去分詞 grown）（動）成長する、育てる、…になる  →（名）growth成長 

grow up（熟）成長する 

参考「彼の顔は青くなった」は「青く」に気をとられて blueとしてはいけません。 

⇔ His face grew pale.（正しい） 

His face turned white.（正しい） 

His face grew blue.（誤り） 

grown（動）grow（成長する）の過去分詞 

grown-up（形）成人した、おとなになった （名）大人 

guard（名）守衛 （動）守る、備える 

guess（三単現 guesses）（動）推察する、言い当てる   

⇔ Can you guess who has done it?（だれがそれをやったか言い当てられますか） 

guest（名）客、来客 

guide（名）案内（者）、入門書  （動）案内する、導く 

guitar（名）ギター 



gun（名）銃、鉄砲 

guy（名）男、やつ  a nice guyいいやつ 

gym（名）（学科としての）体育、体操、体育館 

 

H 

habit（名）習慣、くせ 

habitat（名）生息地 

had（動）have（持つ）の過去・過去分詞 

hadn't had notの短縮形 

hair（名）髪の毛、毛 

haircut（名）（髪の）カット、散髪 

half（名）半分、30分 （形）半分の  （副）半分は（複数 halves） 

 参考 halfの用法に注意 「２マイル半」は two miles and a half か two and a half miles 

「30分」は half an hour か a half hourと言います。 

hall（名）広間、ホール、講堂 

Halloween（名）ハロウィーン 

hamburger（名）ハンバーグ、ハンバーガー 

hammer（名）金づち 

hamster（名）（動物）ハムスター 

hand（名）手、（時計の）針  （動）手渡す、送る 

⇔ Please hand me my hat.（私の帽子を取ってください） 

at hand（熟）手もとに、近くに   

⇔ The examination is near at hand.（試験は間近にせまっています） 

hand in hand（熟）手をつないで 

shake hands with（熟）…と握手をする 

on the other hand（熟）他方で 

by hand（熟）手渡しで 

handkerchief（名）ハンカチ 

handle（名）取っ手 

handmade（形）手作りの 

handout（名）（教室などで配る）プリント、配布印刷物 

hang（過去・過去分詞 hung）（動）かける、つるす、かかる 

⇔ Hang the map on the wall.（地図を壁にかけなさい） 

happen（動）起こる、（偶然に）生じる 

happen to（熟）たまたま…する 

⇔ He happened to be there.（彼はたまたまそこにいました） 

参考 《happenと chanceと take place》 happenは「偶然起こる」の一般的な語。chanceは「ま

ったく偶然に物事が起こる」場合。take placeは「予定されていることが起こる」場合。 

happily（副）幸福に、運良く 

happiness（名）幸福、幸運 

happy（比較級 happier、最上級、happiest）（形）幸福な［（反意）unhappy 不幸な］、楽しい、うれ

しい  Happy Birthday 誕生日おめでとう  (A) Happy New Year 明けましておめでとうござ

います 

harbor, harbour（英）（名）港 

hard（形）かたい［（反意）soft柔らかい］、難しい［（同意）difficult（反意）easy易しい］、熱心

な、厳しい  （副）一生懸命に、ひどく 

hardly（副）ほとんど…ない、苦労して、かろうじて  

⇔ He can hardly walk.（彼はほとんど歩けません） 



harm（動）傷つける、害を与える （名）害 

harmony（名）調和、一致、ハーモニー 

harvest（名）収穫、収穫物 

has（動）have（持つ）の三人称単数現在 

hasn't has notの短縮形 

hat（名）（ふちのある）帽子 

hate（動）憎む、嫌う 

hatred（名）憎しみ 

have（過去・過去分詞 had）（三単現 has）（現在分詞 having）（動）持つ、食べる、飲む、身につける、

手に入れる、経験する、（have＋目的語＋過去分詞 or 原形動詞）…させる、…してもらう 

（助）（have＋過去分詞）現在完了、（had＋過去分詞）過去完了 

don't have to （熟）…するにはおよばない 

have on（熟）着ている 

have to（熟）…しなければならない［（同意）must］ 

haven't have notの短縮形 

Hawaii（名）ハワイ 

Hawaiian（形）ハワイの、ハワイらしい 

hawk（名）（鳥）鷹
たか

 

hay fever（名）花粉症 

he（代）彼は、彼が（複数 they）   

for himself（熟）自分だけで、独力で  

参考 he彼は（が）― his彼の ― him彼を（に）― his彼のもの ― himself彼自身 

head（名）頭、かしら （動）導く、…の方へ進む 

headache（名）頭痛 

health（名）健康  health office保健室  →（形）healthy健康な 

hear（過去・過去分詞 heard）（動）聞く、聞こえる 

hear about（熟）…について聞く 

I hear… （熟）…だと聞いている 

⇔I hear you're going to China soon.（近々中国に行かれるようですね） 

hear from（熟）…からたよりがある    

hear of（熟）…の消息を聞く 

heard（動）hear（聞く、聞こえる）の過去・過去分詞 

heart（名）心臓、心［（同意）mind］、中心 

heartbeat（名）心臓の鼓動 

heat（名）熱、暑さ［（反意）cold寒さ］ （動）熱する 

heat up（熟）…を加熱する、…をあたためる 

heater（名）暖房器具 

heaven（名）天国、極楽［（反意）hell地獄］ 

heavy（比較級 heavier、最上級 heaviest）（形）重い［（反意）light軽い］、激しい 

hectare（名）ヘクタール 

he'd he would, he hadの短縮形 

height（名）身長、高さ 

held（動）hold（持つ、持ちこたえる）の過去・過去分詞 

he'll  he willの短縮形 

hello（間投）もしもし、やあ   

  say hello to…（熟）…によろしく伝える 

helmet（名）ヘルメット 



help（動）助ける、手伝う（名）助け 

  ⇔ Please help yourself.（どうぞ、ご自由に食べてください） 

helpful（形）役に立つ 

helping（名）（食べ物の）一盛
ひとも

り 

hen（名）めんどり［（対）cock、roosterおんどり］ 

her（代）（sheの所有格）彼女の、（sheの目的格）彼女を、彼女に 

here（副）ここに、ここで［（対）thereそこに］   

here and there（熟）あちこちに（で） 

here's  here is の短縮形 

heritage（名）（祖先から伝わる精神的・文化的）遺産   World Heritage Site世界遺産 

hero（名）英雄、（小説・劇などの）主人公 

hers（代）（sheの所有代名詞）彼女のもの 

herself（代）彼女自身、（再起的用法）彼女自身を（に） 

he’s    he is, he hasの短縮形 

hey（間投）おい、ちょっと 

hi（間投）やあ 

hid（動）hide（かくす、かくれる）の過去・過去分詞 （形）かくされた、かくれた、秘密の 

hidden（動）hide（かくす、かくれる）の過去分詞の一つ 

hide（過去 hid、過去分詞 hid or hidden）（動）かくす、かくれる 

high（形）高い［（反意）low低い］、高級な （副）高く 

high school（名）高等学校  junior high school中学校 

highway（名）主要道路 

hiking（名）ハイキング、徒歩旅行  go hikingハイキングに行く 

hill（名）丘、小山 ［（参考）高さ 700mくらいまで、それ以上は mountain（英） 

him（代）（heの目的格）彼を、彼に 

himself（代）（強意用法）彼自身、彼みずから、（再起用法）彼自身を（に） 

his（代）（heの所有格）彼の、（heの所有代名詞）彼のもの 

historical（形）歴史的な 

history（名）歴史、経歴（複数 histories） 

hit（過去・過去分詞 hit）（現在分詞 hitting）（動）打つ、あてる  （名）命中、（野球の）安打 

hobby（名）趣味（複数 hobbies） 

hold（過去・過去分詞 held）（動）持つ、つかむ、（会などを）もよおす 

hole（名）穴 

holiday（名）休日、祭日、（複数で）休暇 

Holland（名）オランダ（国名、私たちがオランダと呼んでいる国全体は、正式には the Netherlands

という。12 州ある。首都はアムステルダム Amsterdam） ［（参考）］Holland はアムステルダム

やロッテルダムなどの都市を含む西海岸の２つの州のみを指す。］ 

home（名）家庭、いえ、母国、（野球の）本塁 

  at home（熟）家に 

  （形）家庭の （副）自分の家へ、本国へ  

  参考 home と house 米国では home は「家庭」にも「（建物としての）家」にも用います。英国

では「家」は houseです。 

homepage（名）ホームページ（インターネット上の情報ページ） 

homeroom（名）ホームルーム 

home run（名）ホームラン 

homestay（名）ホームステイ （動）ホームステイする 

  ⇔ We homestayed in London for two weeks.（私たちはロンドンに２週間ホームステイした） 



hometown（名）ふるさと、（住んでいる）街、市 

homework（名）宿題、予習、復習 

honest（比較級 more honest、最上級 most honest）（形）正直な、信用のできる  

→（名）honesty正直 

hope（動）のぞむ、期待する （名）希望、のぞみ 

hopeful（形）希望に満ちた 

horizon（名）地平線、水平線 

horn（名）（楽器）ホルン 

horror（名）恐怖  horror movieホラー映画 

horse（名）馬（複数 horses） 

hospital（名）病院 ［（参考）風邪などで最初にかかるかかりつけの病院は clinic］ 

host（名）（客を接待する）主人  host familyホームステイ先の家族 

hot（比較級 hotter、最上級 hottest）（形）暑い（気候）、熱い（熱）［（反意）cold 寒い、冷たい］

熱した  hot pot鍋料理  hot spring温泉 

hotel（名）ホテル、旅館 

hour（名）時間、時刻   

half an hour（熟）30分  over hour(s)（熟）…時間以上  

⇔ I am waiting for him over two hours（私は、２時間以上彼を待っています） 

house（名）家、（国会の）議会（複数 houses） 

housework（名）家事 

how（副）いかに、どのように、（形容詞・副詞をともなって）どれほど、（感嘆文に）なんとまあ    

How about…？（熟）…はどうですか   

how to（熟）…の仕方、やり方 

however（接）けれども、しかし （副）どんなに…でも 

how’s  how isの短縮形 

huge（形）巨大な、莫大な 

human（名）人、人間  （形）人間の、人間らしい  human rights人権 

humid（形）蒸し暑い 

hundred（名）100 （形）100の、（複数で）何百という 

  参考《 hundredと thousand 》hundredは数を示す語が前にきた時単複同形。したがって 200は  

  two hundredで、two hundredsとはしません。1000の thousandも同様です。 

hung（動）hang（掛ける）の過去・過去分詞 

hunger（名）飢え 

hungry（比較級 hungrier、最上級 hungriest）（形）空腹な、飢えた 

hunt（動）狩りをする、さがす （名）狩り  

go hunting（熟）狩りに行く 

hunter（名）かりうど、猟師 

hunting（名）狩り、狩猟
しゅりょう

 

hurry（過去・過去分詞 hurried）（三単現 hurries）（動）急ぐ、急がせる 

（名）急ぐこと［（同意）haste］ 

in a hurry（熟）急いで 

hurry up（熟）急いで来る 

hurt（過去・過去分詞 hurt）（動）傷つける、痛む、感情を害する  （名）けが 

husband（名）夫［（対）wife妻］ 

hymn（名）賛美歌 

 

I 



I（代）私は、私が（複数 We）  

参考 I私は（が）― my私の ― me私を（に）― mine私のもの ― myself私自身 

ice（名）氷  （動）氷で冷やす 

iced（形）氷で冷やした、氷入りの 

I'd  I would, I hadの短縮形 

idea（名）考え、思いつき 

  ⇔ That's a good idea.（それはいい考えだ） 

   I have no idea.（わかりません） 

identity（名）同一の人であること、身元、独自性、個性  

idle（形）なまけた、無精な、くだらない、つまらない   

（動）なまける、（時間などを）空費する 

if（接）もし…ならば、…かどうか、たとえ…でも  

⇔ I will help Mother if she is busy.（もしお母さんが忙しければ、私が手伝います） 

as if (or though)（熟）まるで…のように 

I wonder if（熟）…かしら  

参考 as ifに導かれる節の動詞 as ifで導かれる節の動詞はふつう仮定法が使われます。 

⇔ The boy sings a song as if he were a man.（その少年はまるで大人のように歌を歌います） 

ill（比較級 worse、最上級 worst）（形）病気の［（同意）sick］、悪い［（同意）bad］   

（副）悪く、不正に 

fall ill（熟）病気になる 

ill in bed（熟）病気で寝ている 

⇔ He has been ill in bed since last month.（彼は先月から病気で寝ています） 

speak ill of（熟）…を悪く言う 

I'll I willの短縮形 

illness（名）病気  

illustrator（名）イラストレーター 

I’m  I amの短縮形 

image（名）イメージ、映像、心に浮かぶ像 

imagine（動）想像する、…と思う 

immediate（形）即座の  

immediately（副）ただちに［（同意）at once, right away］ 

impact（名）影響 

importance（名）重要性、大切さ 

important（比較級 more important、最上級 most important）（形）重要な、大切な 

impossible（比較級 more impossible、最上級 most impossible）（形）不可能な、ありえない［（反

意）possible可能な］  

参考 impossibleの主語は itや物で、I, heなどは主語になりません。 

⇔It is impossible for me to do it.（正しい） 

 I am impossible to do it.（誤り）（それをするのは私には不可能です） 

impress（動）印象づける、感動させる  

⇔ I was impressed with his words.（私は彼の言葉に感銘を受けた） 

improve（動）…を上達させる 

in（前）（場所を示し）…の中に（で）、（時を示し）…の間に、（材料・方法を示し）…で、…を着て、

（状態を示し）…で  （副）中へ［（反意）out外へ］  

⇔ Answer in English.（英語で答えなさい） 

  Look at the girl in red shoes.（赤い靴をはいている少女をご覧なさい） 

in this way（熟）このように  

参考《「インクで」と「ペンとインクで」の表し方》 He wrote a letter in ink. （彼はイン



クで手紙を書いた）He wrote a letter with pen and ink.（彼はペンとインクで手紙を書いた） 

inch（名）インチ（約 2.54cm）（複数 inches） 

including（前）…を含めて  

increase（動）増加する ［（反意）decrease減る］ 

incredibly（副）信じられないほど、すごく 

indeed（副）実に、全く （間投）まあ、まさか 

independent（形）独立した、自主性のある、独自の 

index（名）索引、見出し、目録、インデックス 

India（名）インド（国名、首都はニューデリーNew Delhi） 

Indonesia（名）インドネシア（国名、首都はジャカルタ Jakarta） 

indoor（形）屋内の、室内の ［（反意）outdoor屋外の］  →（副）indoors屋内で、家の中で 

industrial（形）工業の industrial arts（教科としての）技術 

industrious（形）勤勉な、熱心な 

industry（名）産業、工業 

influence（名）影響 （動）影響を及ぼす 

information（名）通知、情報、見聞、案内所 

injection（名）注射 

injure（動）傷つける、害する［（同意）harm, hurt］ 

injury（名）けが 

ink（名）インキ 

insect（名）昆虫、虫 

inside（前）…の内部に  （形）内側
うちがわ

の  （副）内側
うちがわ

に   

（名）内部、内側［（反意）outside外側］ 

insist（動）強く要求する 

inspiration（名）（突然の）素晴らしいひらめき、霊感、インスピレーション 

instead（副）代わりに   

instead of（熟）…の代わりに  

⇔ I'll go instead of you.（君の代わりに私が行きます） 

instruct（動）指導する、教える［（同意）teach］ 

interest（名）興味、関心、（複数で）利益 （動）興味を与える 

(be) interested in（熟）…に興味がある 

interested（形）興味をもった、関心がある 

interesting（形）おもしろい、興味深い 

  ⇔ that's interesting.（それはおもしろいですね） 

international（形）国際的な 

Internet（名）インターネット［（略）Net］ 

  ⇔ I’m on the Internet.（私はインターネットを使っています） 

interpreter（名）通訳、通訳者 

interview（名）インタビュー、会見 

interviewer（名）インタビューする人  intervieweeインタビューされる人 

into（前）…の中へ（に）［（反意）out of…から］、…になる、…にする  

⇔ He ran into the garden.（彼は庭に走り込みました） 

introduce（動）紹介する、輸入する、導き入れる  →（名）inteoduction紹介 

Inuit（形）イヌイットの （名）イヌイット 

invent（動）発明する、考案する  →（名）inventor発明家 

invention（名）発明、発明品 

invitation（名）招待、招待状 



invite（動）招く、招待する、誘う 

iron（名）鉄、アイロン  （形）鉄の、鉄のような 

irregular（形）不規則な 

is（beの三人称、単数、現在）（動）（主語の性質・状態を示して）…である、となる （主語の所在・

存在を示して）…がある、…がいる、…にいる  

（助）be＋～ingで進行形 …している （be＋過去分詞で受身）…される、…されている 

island（名）島 

isn't is notの短縮形 

it（代）それは（を、に）、（天候・時刻・寒暖・距離などを言うときの主語）、（形式上の主語）（複

数 they、them）  

⇔ It is easy to play tennis.（テニスをするのはたやすいです） 

参考 itそれは（が）― itsそれの ― itそれを（に）― itselfそれ自身 

参考《日本語に訳さない it 》It is going to rain.（雨が降りそうです） What time is it?

（何時ですか） It gets dark.（暗くなります） 

Italian（名）イタリア語、イタリア人 （形）イタリアの、イタリア人の 

Italy（名）イタリア（国名、首都はローマ Rome） 

itchy（形）かゆい 

it’d it would、it hadの短縮形 

it'll it willの短縮形 

its（代）（itの所有格）その、それの 

it’s it is、it hasの短縮形 

itself（代）それ自身（を）（強意的用法）それ自身 

I've I haveの短縮形 

 

J 

jacket（名）ジャケット、短い上着（英）、（本の）カバー、CDのジャケット（米）［（参考）coverは

本の表紙を表す］ 

jam（名）ジャム  traffic jam交通渋滞 

January（名）１月（Jan.と略す） 

Japan（名）日本 japan漆、漆器 

Japanese（名）日本人、日本語  （形）日本の、日本人（語）の 

Japantown（名）ジャパンタウン、日本人街 

jersey（名）ジャージ（運動着） 

Jesus（名）（人名）イエス Jesus Christキリスト教の祖 

jet（名）ジェット機 

jewel（名）宝石［（同意）gem］ 

jeweler（名）宝石商 

job（名）仕事［（同意）work］、職業 

jog（現在分詞 jogging）（動）ジョギングする 

join（動）参加する、結合する 

joke（名）冗談、しゃれ、ジョーク 

  ⇔Just joking.（ほんの冗談です） 

journalist（名）ジャーナリスト、新聞記者 

journey（名）旅行 

  参考《 trip, journey, tour, travel, voyageのちがい 》tripは比較的短い旅行で、帰ってく

ることが暗示されている。journeyは比較的長い陸路の旅で、必ずしも帰ってくるとは限らない。

tour は主に観光や視察目的で名所などをめぐる旅。travel はもともと外国への旅行をさしてい

たが、今では一般的な旅行を表す。voyageは船の旅や宇宙旅行に使われる。 



joy（名）喜び、うれしさ  

with joy（熟）喜んで 

judge（動）裁判する、判定する、判断する  （名）裁判官、審判官、審査員 

judgement（名）判断 

juice（名）ジュース、果汁 

July（名）７月（Jul.と略す） 

jump（動）飛ぶ、はねる［（同意）leap］  （名）跳躍 

June（名）６月（Jun.と略す） 

jungle（名）ジャングル、密林 

junior（名）年少者 （形）年下の［（反意）senior年長者（の）］ 

junior high school（名）中学校 

just（形）正しい、公平な［（同意）fair］ （副）ちょうど、たった今、ただ…だけ 

  ⇔ Just a moment, please.(ちょっとお待ちください) 

    I’m just loking.（［店などで］見ているだけです） 

  only just（熟）やっと、かろうじて 

  ⇔ I only just caught the bus.（私はやっとのことでバスに間に合った） 

 

K 

kangaroo（名）（動物）カンガルー 

keep（過去・過去分詞 kept）（動）保つ、…にしておく、飼う、養う 

keep on …ing（熟）…し続ける 

keep one's promise（熟）約束を守る 

keep to（熟）…を堅く守る 

keep well（熟）いつも健康でいる 

keeper（名）保護者、守る人、飼育係、管理人、（サッカーなどの）ゴールキーパー 

kept（動）keep（保つ）の過去・過去分詞 

key（名）かぎ、（ピアノなどの）キー、手がかり、要所 

keyboard（名）キーボード 

kick（動）ける （名）けること 

kid（名）子ども （動）からかう 

⇔ No kidding!（まさか、冗談でしょう） 

  Are you kidding?（冗談でしょう） 

kill（動）殺す、枯らす 

kill oneself（熟）自殺する 

kill time（熟）時間をつぶす 

(be) killed in（熟）…で死ぬ 

kilogram, kilogramme (英)（名）キログラム （略）kg 

kilometer, kilometre (英)（名）キロメートル （略）km 

kind1（形）親切な、やさしい 

kind2（名）種類［（同意）sort］ 

a kind of（熟）一種の… 

all kinds of（熟）あらゆる種類の 

kindergarten（名）幼稚園 

kindness（名）親切、親切な行い 

king（名）王［（対）queen女王］ 

kitchen（名）台所 

kite（名）凧、カイト 

kitten（名）（動物）子猫 



kiwi（名）（鳥）キウイ 

kiwi fruit（名）（植物）キウイフルーツ 

knee（名）ひざ 

knew（動）know（知る、知っている）の過去 

knife（名）ナイフ（複数 knives） 

knit（動）編む、編み物をする 

knock（動）打つ、たたく［（同意）hit、strike］  （名）打つこと 

know（過去 knew、過去分詞 known）（動）知っている、知る、わかる［（同意）understand］ 

  (be) known as（熟）…として知られる 

(be) known to（熟）…に知られている 

as you know（熟）知ってのとおり 

参考 Everybody knows him.（みんな彼を知っている）の受動態 He is known to（byではない）

everybody.（彼はみんなに知られている） 

knowledge（名）知識 

known（動）know（知る、知っている）の過去分詞 

koala（名）（動物）コアラ 

Korea（名）朝鮮、韓国（国名、北朝鮮の首都はピョンヤン Pyongyang、大韓民国の首都はソウル Seoul） 

Korean（形）朝鮮（韓国）の、朝鮮（韓国）人（語）の 

  （名）朝鮮（韓国）人、朝鮮（韓国）語 

 

L 

lacrosse（名）（スポーツ）ラクロス 

lady（名）貴婦人、婦人（複数 ladies）［（対）gentleman紳士］ 

laid（動）lay（置く）の過去・過去分詞 

lain（動）lie（横たわる）の過去分詞 

lake（名）湖、湖水 

lamp（名）ランプ、灯火
と う か

 

land（名）陸地［（対）sea海］、土地、国  （動）上陸する（させる）、着陸する（させる） 

landmark（名）目印、ランドマーク 

landmine（名）地雷 

language（名）言語、ことば、国語 

lantern（名）ちょうちん、手提
て さ

げランプ、ランタン 

large（比較級 larger、最上級 largest）（形）大きい［（同意）big（反意）small小さい］、広い 

last（形）（lateの最上級）最後の［（反意）first最初の］、この前の 

⇔ I met her last week.（先週彼女に会いました） 

（副）最後に （名）最後（動）続く 

at last（熟）ついに  last year去年 last month先月 last week先週 

late（比較級 later or latter、最上級 latest or last）（形）おそい［（反意）early早く］、最近の、

故
こ

…  （副）（時間が）おそく［（反意）early早く］ 

  参考 later, latestは「時間」に用い、latter, lastは「順序」に用いる。 

参考 《slow と late のちがい》slow は「動作」「速度」が遅い。［（反意）fast 早い］ late は

「時刻」「時期」が遅い。［（反意）early早い］ slow musicゆっくりした曲 in late May５月

末に 

lately（副）近ごろ、最近 

later（副）後に 



latest（形）最新の  latest news最近のニュース 

laugh（動）笑う  （名）笑い（声）  

laugh at（熟）…をあざ笑う 

law（名）法律、法則 

lawn（名）芝生
しばふ

 

lawyer（名）弁護士、法律家 

lay1（過去・過去分詞 laid）（動）横たえる、置く 

lay2（動）lie（横たわる）の過去 

lazy（比較級 lazier、最上級 laziest）（形）怠惰な、なまけている［（同意）idle］ 

lead（過去・過去分詞 led）（動）導く、案内する［（同意）guide］  （名）先導  

→（名）leader指導者 

leader（名）リーダー、指導者、先駆者 

leaf（名）（植物）葉（複数 leaves） 

league（名）同盟、連盟 

leap（過去・過去分詞 leapt or leaped）（動）飛ぶ、はねる［（同意）jump］  

  （名）跳躍（同意）bound 

learn（過去・過去分詞 learned or learnt）（現在分詞 learning）（動）学ぶ、覚える  

learn by heart（熟）暗記する  

learn to …（熟）… できるようになる 

least（形）little（少ない・小さい）の最上級 

leave（過去・過去分詞 left）（動）去る、出発する   

参考《leave…と leave for…》 I'll leave Tokyo.（東京を出発する） I'll leave for Tokyo.

（東京へ向かって出発する） 

led（動）lead（導く）の過去・過去分詞 

left1（名）左  （形）左の  （副）左へ（に）［（反意）right右（の、へ）］ 

left2（動）leave（去る）の過去・過去分詞 

leg（名）足（脚） 

lemon（名）（植物）レモン（の木）  （形）レモン色の 

lend（過去・過去分詞 lent）（動）貸す［（反意）borrow借りる］ 

length（名）長さ、たて（複数 lengths） 

lent（動）lend（貸す）の過去・過去分詞 

less（副）（less than ＋数字で）…未満  （形）より少ない［（対）moreもっと多くの］ 

lesson（名）学課、授業、…課 

let（過去・過去分詞 let）（現在分詞 letting）（動）…させる、貸す  

  ⇔ Let’s speak English（英語で話しましょう） 

    Let’s see. (or Let me see.)（えーと） 

参考《「…させる」の letと make 》 We let him go.（望みによって行かせました） We made him 

go.（無理に行かせました） 

let’s let usの短縮形 …しよう、…しましょう 

letter（名）手紙、文字、（複数で）学問、文学 

level（名）水準 

library（名）図書館（室）、蔵書（複数 libraries） 

lie1（過去 lay、過去分詞 lain）（現在分詞 lying）（動）横になる、…の位置にある 

lie2（過去・過去分詞 lied）（現在分詞 lying） （名）うそ  （動）うそをつく  

tell a lie（熟）うそをつく 

life（名）人生、生命、生活（複数 lives） 

lifestyle（名）生活様式 



lift（動）持ち上げる、上がる［（同意）rise］ （名）エレベーター［（同意）elevator（米）］ 

light1（過去・過去分詞 lighted or lit）（名）光、あかり  （形）明るい［（同意）bright（反意）

dark暗い］ （動）明るくする 

light2（形）軽い［（反意）heavy重い］ 

like1（動）好む、…したい［（同意）be fond of］ （名）好み  

would like to …（熟）…したい 

参考 「私はラジオを聞くのが好きです」⇔ I like to listen to the radio. 

like2（形）…のような、似ている   

look like（熟）…のように見える 

lily（名）（植物）ゆり（複数 lilies） 

limit（名）限界、限度 

limited（形）限られた、限定の 

line（名）線、列、航路、糸 

lion（名）（動物）ライオン 

lip（名） 唇
くちびる

 （複数 lips） 

list（名）リスト、表 

listen（動）聞く、注意して聞く  

 listen to（熟）…に耳を傾ける 

lit（動）light（火をつける）の過去・過去分詞 

little（比較級 less or lesser、最上級 least）（形）小さな［（反意）big 大きな］、（a をつけて）

少しの ［（反意）much多くの］、（aをつけないで）ほとんどない 

（副）（aをつけて）少しは、（aをつけないで）ほとんどない  （名）少し  

little by little（熟）少しずつ 

not a little（熟）少なからず 

at least（熟）少なくても 

live（現在分詞 living）（動）住む、生きる［（反意）die死ぬ］ 

live on(or upon)（熟）…を常食とする 

liver（名）肝臓、レバー 

living room（名）居間［（同意）sitting room（英）］ 

lizard（名）（動物）トカゲ 

lobby（名）（ホテル、劇場などの）ロビー 

local（形）地方の、地元の 

locate（動）（店、事務所などをある場所に）置く 

location（名）所在地 

lock（名）錠  （動）錠をかける 

locker（名）ロッカー 

London（名）ロンドン イギリスの首都  

lonely（比較級 lonelier、最上級 loneliest）（形）ひとりぼっちの、寂しい、孤独の 

long（形）長い［（反意）short短い］  （副）長い間、ずっと  （名）長い間  

as long as（熟）…するかぎり（間
あいだ

）は 

look（動）見る、注意する、…のように見える  （名）見ること、（複数で）顔つき 

look about（熟）見回す 

look after（熟）…の世話をする 

look at（熟）…を見る 

look for（熟）…を探す 

look up (down) at（熟）…を見上げる（見下ろす） 



look in（熟）…の中を見る 

look into（熟）…の中をのぞく 

look like（熟）…のように見える 

look forward to（熟）…を楽しみに待つ 

look out for（熟）…に注意する 

参考《see、look、watch》seeは見ようとしなくても自然に「見える」、lookは見ようとして注意

して「見る」、watchは「観察する」「見守る」の意です。 

loose（比較級 looser、最上級 loosest）（形）つながれていない、ゆるい、だらしない 

lord（名）君主、貴族、権力者、神（Lord） 

lose（過去・過去分詞 lost）（動）失う［（反意）find見つける］、（道に）迷う、（時計が）遅れる［（反

意）gain進む］ 

⇔ My watch loses two miniutes a day.（私の時計は１日に２分遅れます） 

loss（名）損失 

at a loss（熟）途方にくれて 

lost（動）lose（失う）の過去・過去分詞  （形）失われた、なくした 

lot（名）くじ、運命、多数、たくさん 

a lot（熟）大いに 

a lot of (or lots of)（熟）たくさんの、多くの 

参考 a lot of(or lots of)は数にも量にも用います。 a lot of books = many books  lots of 

rain = much rain 

lotus（名）（植物）ハス 

loud（形）大声の、声の高い  （副）大声で  →（副）loudly大声で（に） 

love（名）愛、好み （動）愛する 

lovely（比較級 lovelier、最上級 loveliest）（形）美しい、愛らしい 

low（形）低い［（反意）high高い］、安い  （副）低く、安く 

lower（動）…（の程度を）下げる、落とす 

luck（名）幸運   

⇔ Good luck．（幸運を祈る、ごきげんよう） 

luckily（副）運よく 

lucky（比較級 luckier、最上級 luckest）（形）幸運な、縁起の良い［（反意）unlucky不運な］  

→（副）luckily運よく 

lullaby（名）子守歌 

lunch（名）昼食、ランチ（複数 lunches） boxed lunch弁当  school lunch給食 

lung（名）肺 （複数 lungs） 

 

M 

machine（名）機械  game machineゲーム機 

made（動）make（作る、する）の過去・過去分詞  （形）…製の 

magazine（名）雑誌 

magic（名）魔法、手品 （形）魔法の 

mail（名）郵便、郵便物［（同意）post（英）］ （動）郵送する 

by mail（熟）郵便で 

mailbox（名）ポスト 

mailman（名）郵便集配人［（同意）postman（英）］（複数 mailmen） 

main（形）主な、主要な 

majestic（形）荘厳
そうごん

な、堂々とした 

major（形）主要な、（２者のうち）大きいほうの  （動）専攻する  



major in…（熟）（学生が）…を専攻する  

Major League（米国のプロ野球の）メジャーリーグ Major Leaguerメジャーリーグの選手 

majority（名）大多数、大部分［（反意）minority少数］ 

make（過去・過去分詞 made）（現在分詞 making）（動）作る、…を～にする、…を～させる、…にな

る  （名）型、…製  

⇔ We made him happy.（私たちは彼を幸福にしました） 

I’ll make him go at once.（彼をすぐに行かせましょう）  

make up（熟）作り上げる  

make up one’s mind to（熟）…しようと決心する  

⇔ I made up my mind to help him.（私は彼を助けようと決心した） 

参考 make…of～（…を～で作る）は作られたものの材料が見てそれとわかる時に、make…from

～（…を～で作る）は原型や材料が変化してわからない時に用います。 ⇔ A table is made of 

wood.（テーブルは木で作られます） Butter is made from milk.（バターは牛乳で作られます） 

Malaysia（名）マレーシア（国名、首都はクアラルンプール Kual Lumpur） 

male（名）男性、（動物の）オス［（対）female女性、動物のメス］ 

mammal（名）哺乳動物 

man（名）人間、人、男［（対）woman女］、（男の）おとな、（複数形で用いて）部下（複数 men） 

manager（名）支配人、マネージャー 

manner（名）方法、態度、（複数で）作法、マナー 

many（比較級 more、最上級 most）（形）多数の  （名）多数 ［ 参考 manyは数に、muchは量・

程度に用いる］⇔ How many books do you have?（君は本を何冊持っていますか）  

a great many（熟）非常に多くの  

参考 manyは疑問文・否定文・条件文に用い、肯定文では主語にだけ用いるのがふつうです。⇔ 

He has a lot of French books.（a lot of ← many）（彼はたくさんのフランス語の本を持って

います） 

Maori（名）マオリ語（人）  （形）マオリ語（人）の 

map（名）地図 

maple（名）カエデ 

March（名）３月（Mar.と略す） 

march（名）行進  （動）行進する 

mark（名）しるし、点数  （動）しるしをつける 

market（名）市場 

marry（動）結婚する、結婚させる   

(be) married（熟）結婚する（している）  

⇔ We have been married for twenty years.（私たちは結婚して 20年になります） 

Mars（名）（天文）火星 

mask（名）マスク、仮面 

master（名）主人、支配する人  （動）修得する、征服する 

mat（名）敷物、マット 

match（名）試合、よい相手、好敵手、よくつりあったもの、マッチ 

（動）…に調和する、につりあう 

math（名）数学 mathematicsの略 

mathematics（名）数学 ［（略）math］ 

matter（名）ことがら、問題、物質  （動）重要である  

⇔ What is the matter with you?（どうしたのですか） 

May（名）５月、メイ（女子の名） 

may（過去 might）（助）…してもよい、…かもしれない、…できる 

⇔ You may go at once.（君はすぐに行ってもいいです） 



 It may rain tomorrow.（明日は雨が降るかもしれません） 

参考 May I go?（行ってもよいですか）の Yes, Noの返事には mayまたは mustを用います。 

⇔ Yes, you may.（はい、いいです）⇔ No, you may (or must) not.（いいえ、いけません） 

maybe（副）たぶん ［（同意）perhaps］ 

mayor（名）市長、村長 

me（代）私を（に） 

meal（名）食事   

⇔ We have ( or take ) three meals a day.（わたしたちは 1日に３度食事をします） 

mean1（過去・過去分詞 meant）（動）意味する、…するつもりである 

mean2（形）卑怯な、意地が悪い、けちな 

meaning（名）意味［（同意）sense］ 

meaningful（形）意味のある、重要な 

meant（動）mean（意味する）の過去・過去分詞 

measure（動）…を計る 

meat（名）食用肉 

mechanic（名）機械工、メカニック 

medal（名）メダル 

media（名）マスメディア、媒体
ばいたい

 

medical（形）医学の、医療の 

medicine（名）内服薬、医学 

take madicine（熟）薬を飲む 

medium（形）（大きさなどが）中間の 

meet（過去・過去分詞 met）（動）会う、出迎える、出会う、会合する 

⇔ I am glad to meet you.（お目にかかれて嬉しいです） 

meeting（名）会、集会 

melody（名）メロディー、旋律 

melon（名）（植物）メロン  water melonスイカ 

melt（動）解ける、溶かす 

member（名）会員、（団体の）一員 

memorial（形）記念の 

memory（名）記憶、思い出、記念（複数 memories） 

men（名）manの複数形 

mend（動）（物を）直す、修理する、（行儀などを）改める 

  参考《 mend、repair、fixのちがい 》mendは衣服・家具などの比較的簡単なものの修理で、repair

は車やテレビなどの複雑な機械の修理で、fixは両方の意味で用いられる。  

menu（名）メニュー、献立表 

merchant（名）（卸売り、貿易商などの）商人 

merry（形）陽気な、快活な  →（副）merrily 陽気に、楽しく (A) Merry Christmas! クリスマ

スおめでとう! 

message（名）通信、伝言、教書、使命 

met（動）meet（会う）の過去・過去分詞 

meter, metre（英）（名）メートル（長さの単位） ［（略）m］ 

method（名）方法、方式 

Mexican（形）メキシコの、メキシコ人の 

Mexican-American（形）メキシコ系アメリカ人の 

Mexico（名）メキシコ（国名、首都はメキシコシティーMexico City） 

mice（名）mouse（ねずみ）の複数形 



middle（形）真ん中の、中央の  （名）真ん中、中央 

in the middle of（熟）…の真ん中に、…のさいちゅうに 

⇔ He stood in the middle of the room.（彼は部屋の真ん中に立ちました） 

midnight（名）夜の 12時、真夜中 

midway（形）中途の（に）  （副）中ほどの（に） 

might（助）mayの過去  （名） 力
ちから

 

mile（名）マイル（約 1609km） 

milk（名）牛乳、ミルク 

（動）乳をしぼる 

参考《milkを「１杯、２杯」という数え方》a glass of milk（１杯のミルク） two glasses of 

milk（２杯のミルク） 

million（名）100万､（複数で）多数 （形）100万の 

mind（名）心 ［（反意）body肉体］、記憶［（同意）memory］、考え  （動）気をつける 

keep in mind（熟）覚えておく 

⇔ You must keep my words in mind.（君は私の言葉を覚えておかねばならない） 

make up one’s mind（熟）決心する 

⇔ He made up his mind to study hard.（彼は一生懸命に勉強しようと決心した） 

mine（代）（Iの所有代名詞）私のもの 

minister（名）大臣、牧師   prime minister総理大臣 

ministry（名）省
しょう

  Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 文部科

学省 

minus（前）…を引いて 

minute（名）分、ほんのちょっとの時間   

⇔ Just a minute, please.（ちょっとお待ちください） 

mirror（名）鏡 

Miss（名）…さん（未婚の女性につける敬称） 

miss（動）しそこなう、…がなくてさびしく思う  （名）しくじり、失敗 

mission（名）使命、天職 

mist（名）霧
きり

、かすみ、もや ［（参考）fogより薄く、hazeより濃い］ 

mistake（過去 mistook、過去分詞 mistaken）（動）まちがえる  （名）まちがい   

by mistake（熟）まちがって  

make a mistake（熟）まちがいをする   

⇔ Be careful not to make a mistake.（まちがいをしないように注意しなさい） 

mix（動）…を混ぜる 

model（名）模型、モデル、模範  （形）模型の 

modern（形）現代の、近代の 

mom（名）おかあさん 

moment（名）瞬間   

for a moment（熟）しばらく   

in a moment（熟）たちまち、すぐに 

mommy（名）おかあちゃん 

Monday（名）月曜日（Mon.と略す） 

money（名）金
かね

、金銭 

monkey（名）（動物）さる 



monster（名）怪物、化け物 

month（名）（暦の上の）月  last month先月 

monument（名）記念碑 

moon（名）（天体）月 

more（形）（many、muchの比較級）より多数・多量の  （副）もっと、さらに   

（名）もっとたくさん 

more and more（熟）ますます   

more than（熟）…以上   

⇔ More than twenty boys went there.（20人以上の少年がそこへ行きました）  

no more (or not…any more)（熟）もう…ない   

⇔ I saw him no more.（私はもう彼に会いませんでした）  

参考 moreは２音節つづり以上の形容詞・副詞の前について比較級を作ります。⇔ This is more 

useful than that.（これはあれよりも有効です） 

morning（名）朝（日の出から正午ごろまで）、午前  

⇔ I get up early in the morning.（私は朝早く起きます）  

 I played tennis this morning.（私は今朝テニスをしました）  

from morning till night（熟）朝から晩まで   

⇔ He works from morning till night.（彼は朝から晩まで働きます） 

参考 １．morningに this、that、tomorrow、yesterday、oneなどがつくと、前置詞なしで用い

ます。⇔I met Alice this morning.（私は今朝アリスに会いました） ２．「（特定の日の）朝に」

には inでなく on。 ⇔ He started on the morning of the second.（彼は２日の朝に出発しま

した） 

most（形）（many、muchの最上級）最も多い、たいていの、大部分の  （副）もっとも、いちばん   

（名）大部分、最大数、最大量  

⇔ Who made (the) most mistakes?（だれがいちばん多くまちがえましたか）   

 Jack worked most.（ジャックがいちばんよく働きました）  

 Most of them know it.（彼らの大部分はそれを知っています）   

 This is the most I can do.（これが私のできる精一杯です）  

most of all（熟）とりわけ  

⇔ I like oranges most of all.（私はとりわけオレンジが好きです） 

mother（名）母親 ［（対）father父親］  （形）母の、自国の  

⇔ She is the mother of three children.（彼女は３人の子の母親です） mother country 母

国、本国 

motto（名）標語、モットー 

mountain（名）山、（複数で）山脈   

⇔ I like to climb mountains.（私は山に登るのが好きです） mountain climbing登山 

mouse（名）（動物）はつかねずみ（複数 mice） 

mouth（名）口、出口、入り口、河口（複数 mouths） 

move（動）動く、動かす、移る、引っ越す、感動させる  

⇔ That film moved me to tears.（私はその映画に感動して泣いた） 

movie（名）映画［（同意）film（英）］  

go to the movies（熟）映画を見に行く 

⇔ Let’s go to the movies.（映画を見に行こうよ）特定の映画の時は the movieとなる。 

mow（動）（草などを）刈る 

Mr.（名）…君、…氏、…さん、…先生（Misterの略、男子の姓の前につける） 

Mrs.（名）…夫人、…先生（mistressの略、結婚した婦人の姓の前につける） 

Ms.（名）…さん、…先生（女の人の姓・姓名の前につける） 

Mt.（名）…山（mountの略） 



much（比較級 more、最上級 most）（形）多量の［（反意）little少しの］  （名）多量  

（副）大いに、ずっと  

⇔ We have much rain in June.（６月は雨が多い）  

 How much is it?（それはいくらですか）  

 You can run much faster than he.（君は彼よりずっと速く走れます） 

Thank you very much.（どうもありがとう) 

mud（名）泥、ぬかるみ 

museum（名）博物館、美術館 

music（名）音楽 

musical（名）ミュージカル  （形）音楽の  musical instrument楽器 

musician（名）音楽家 

Muslim（形）イスラム教の  （名）イスラム教徒 

must（助）…しなければならない、…にちがいない must not…してはいけない（禁止） 

  ⇔ You must not speak loudly here.（ここで大声で話してはいけません） 

参考《 mustの過去と未来 》  I had to go.（私は行かなければならなかった）   I will have 

to go.（私は行かなければならないでしょう） 

mustn't must notの短縮形 

MVP（名）最優秀選手 （略）most valuable player  

my（代）（Iの所有格）私の、（親しみを表して）親愛なる 

myself（代）（再帰代名詞）私自身を（に） （複数 ourselves）   

for myself（熟）自分だけで、独力で   

by myself（熟）ひとりで  

  ⇔ Let me introduce myself. My name is Yamada Yumi.（自己紹介をさせてください。私は山田

由美です） 

mysterious（形）不思議な、神秘的な 

mystery（名）なぞ、神秘、ミステリー 

 

N 

nail（名）つめ、くぎ 

name（名）名前  （動）名づける   

⇔ They named their son Taro.（彼らは息子を太郎と名づけました） 

nap（名）うたたね、昼寝  （動）昼寝をする  take a nap（熟）うたたねをする 

narrow（形）狭い ［（反意）wide、broad広い］ 

NASA（名）アメリカ航空宇宙局 （略）National Aeronautics and Space Administration 

nation（名）国家、国民  →（形）national国家の、国民の 

national（形）国民の、国家の、国立の 

native（形）ふるさとの、生まれた  （名）土地の人  Native Americanアメリカ先住民 

natural（形）自然の、生まれつきの、当然の  natural gas天然ガス 

→（副）naturally自然に、生まれながらに 

nature（名）自然、（人・動物の）性質、天性、本質 

near（形）近い、親しい  （副）近くに［（反意）far遠い、遠くに］  （前）…の近くに 

near by（熟）すぐ近くに 

nearly（副）ほとんど［（同意）almost］ 

⇔ It is nearly seven o'clock now.（もうそろそろ７時になります） 

necessary（形）必要な  

⇔ It is necessary for you to take a rest.（君は休養する必要があります） 

→（名）necessity必要  

参考 necessaryは人を主語にすることはできません。「君はもっと働く必要があります」は It is 



necessary for you to work more.（正しい） You are necessary to work more.（誤り） 

neck（名）首、（衣服の）えり、くびれた部分 

need（名）必要、入用、貧困  （動）必要とする  （助）…する必要がある  

⇔ You need to be more careful.（動）（君はもっと注意する必要があります） 

 You need not go.（助）（君は行く必要がありません） 

needle（名）針、ぬい針 ［（参考）時計の針は hand］ 

needn’t need notの短縮形 

neighbor（名）隣人、近所の人 

neighborhood（名）地域、区域 

neither（形）（代）どちらも…ない［（反意）both両方の（とも）］ 

⇔ I like neither picture (or neither of the pictures).（私はどちらの絵も好きではありま

せん） 

neither…nor～（熟）…でもなく～でもない 

⇔ Neither she nor I am right.（彼女も私も正しくありません） 

参考 neither…nor～が主語に用いられるときには、動詞は nor の次にくる語に人称・数を合わ

せます。  ⇔ Neither you nor he is right.（君も彼も正しくありません） 

Nepal（名）ネパール（国名、首都はカトマンズ Kat(h)mandu） 

nervous（形）神経質な、心が不安な 

nest（名）巣 

net（名）あみ、ネット networkネットワーク、（theをつけて）the Net、the Internetインターネ

ット 

Netherlands（名）オランダ（国名、首都はアムステルダム Amsterdam）（the をつけて単数扱い）私

たちがオランダと呼んでいる国全体を指す。12 州ある。 ［（参考）Holland はアムステルダム

やロッテルダムなどの都市を含む西海岸の２州のみを指す。］ 

never（副）（everの否定として）かつて…ない、決して…ない 

⇔ I have never seen such a thing.（私はかつてこんなものを見たことがありません） 

new（形）新しい、新鮮な［（同意）fresh （反意）old古い］ 

news（名）ニュース、報道、変わったこと 

newspaper（名）新聞、新聞紙 

new year（名）新年  New Year正月  a New Year’s card年賀状  

(A) Happy New Year! 新年おめでとう 

New York（名）ニューヨーク市、ニューヨーク州 

New York City（名）ニューヨーク市、愛称は the Big Apple 

New Zealand（名）ニュージーランド（国名、首都はウェリントン Wellington） 

next（形）次の、となりの  （副）次に、今度は 

⇔ I will go there next Sunday.（今度の日曜日にそこへ行きます） 

next door to（熟）…のとなりに   

⇔ He lives next door to us.（彼は私たちのとなりに住んでいます） 

NGO（名）非政府組織 （略）non-govermental organization  

nice（比較級 nicer、最上級 nicest）（形）よい、けっこうな［（同意）good、fine］ 

  ⇔ Nice to see you again.（またお会いできてうれしいです） Nice to meet you.（初めてお

会いできてうれしいです） 

nickname（名）愛称、ニックネーム、あだ名 

night（名）夜［（反意）day昼］、晩 

at night（熟）夜に  

all night (long)（熟）夜通し 

nine（名）９、９時、９才、野球のチーム、ナイン  （形）９の 

nineteen（名）19、19才  （形）19の 



nineteenth（名）19番目  （形）19番目の 

ninety（名）90、90才（複数にして）90代、90年代  （形）90の、90個の 

ninth（名）第９、９番目  （形）第９の、９番目の 

no（副）いいえ［（反意）yesはい］  （形）少しも…ない 

⇔ I have no money.（私はお金が全然ありません） 

no longer（熟）もはや…でない 

⇔ You are no longer a baby.（君はもう赤ん坊ではありません） 

No. （名）…番、第…号 

Nobel Prize（名）ノーベル賞 

noble（形）気高い、立派な、貴族の、身分の高い  （名）貴族 

nobody（代）だれも…ない 

⇔ Nobody can swim like you.（だれも君のように泳げません） 

nod（動）うなずく 

noise（名）音、騒がしい音 

make a noise（熟）騒ぐ 

noisy（形）騒がしい［（反意）quite、calm、still静かな］ 

none（代）だれも…ない 

⇔ I know none of your friends（私は君の友達のだれも知りません） 

参考 noneは複数として扱うのがふつうですが、数えられない名詞のときは単数扱いです。 

⇔ None of them were present.（彼らのうちだれも出席しませんでした） 

 None of the food was left.（食べ物は何も残っていなかった） 

noodle（名）麺類 

noon（名）正午 

nor（接）（neither…nor～の形で）…もまた～ない 

normal（形）ふつうの、標準の 

north（名）（ふつう theをつけて）北  （形）北の  （副）北へ（に）［（対）south南（の、へ）］ 

→（形）northern北方の 

in the north of（熟）…の北部に 

northern（形）北の、北方の  northern lightsオーロラ 

Norway（名）ノルウェー（国名、首都はオスロ Oslo） 

nose（名）鼻 

not（副）…ない  

not always（熟）必ずしも…とは限らない   

⇔ A great man is not always happy.（偉大な人が必ずしも幸福であるとはかぎりません） 

not…but～（熟）…ではなく～だ 

note（名）ノート、紙幣 

take a note（熟）メモを取る 

notebook（名）ノート、筆記帳 

nothing（名）なにも…ない 

nothing but（熟）…にすぎない 

参考 nothing, something, anythingを修飾する形容詞はあとにつきます。 

⇔ There is nothing interesting.（おもしろいことは何もない） 

 Is there anything interesting? （何かおもしろいことがあるか） 

notice（名）注意、警鐘、予告 （動）注意する、気がつく 

novel（名）小説 

November（名）11月（Nov.と略す） 

now（副）いま ［（対）thenそのとき］、さあ、さて 

just now（熟）たったいま   



now and then（熟）ときどき 

nowhere（副）どこにも…ない 

NPO（名）（民間）非営利団体 （略）nonprofit organization 

nuclear（形）核の  nuclear energy原子力 

number（名）数、番号 （略）No.  

  a number of（熟）多数の［（同意）many］ 

nurse（名）看護師、乳母 （動）…を看護する 

nursery（名）保育園  nursery school teacher保育士 

nutritious（形）栄養のある 

nylon（名）ナイロン 

 

O 

object（名）もの、物体 

occupation（名）職業 

occur（動）（事件や自然災害などが）起こる 

ocean（名）大洋、大海 

o'clock（副）（時刻の）…時 （of the clockの短縮形） 

October（名）10月（Oct.と略す） 

octopus（名）（動物）タコ 

of（前）…の、…の中で、…を持った、（材料）…で、…について 

⇔ I'm a student of this school.（私はこの学校の生徒です） 

 He is the tallest of the three.（彼は３人の中で一番背が高い） 

The desk is made of wood.（その机は木でできています） 

of course（熟）もちろん 

off（副）離れて、去って、はずれて［（反意）on接して］  （前）…から離れて、…から 

（形）離れて  

⇔ Now I must be off.（もう帰らなければなりません） 

 Take off your hat (shoes).（あなたの帽子（靴）を脱ぎなさい） 

see…off （熟）…を見送る 

⇔ I went to see him off.（私は彼を見送りに行きました） 

offer（動）提供する、差し出す、申し出る  （名）提供、申し込み 

office（名）役所、事務所、会社 

officer（名）役人、公務員、役員、（呼びかけで）警官  

official（形）公式の 

often（副）たびたび、しばしば［（反意）seldomめったに…ない］ 

⇔ I often go there.（私はしばしばそこへ行きます） 

⇔ How often do you play tennis? About three times a week.（どのくらい頻繁
ひんぱん

にテニスをし

ますか。週 3回くらいです） 

oh（間投）おお、まあ 

oil（名）油、石油、（複数 oils） an oil painting油絵 

OK, O.K.（形）（副）よろしい、わかりました ［（同意）all right］ （略）okay 

old（比較級 older, elder、最上級 oldest, eldest）（形）年取った［（反意）young若い］、古い［（反

意）new新しい］、…歳    

⇔ He is too old to work.（彼は年をとっていて働けません） 

 How old is he? （彼は何歳ですか） 

Olympic Games（名）国際オリンピック競技大会  the Olypicsとも言う。 

omelet（名）オムレツ 



on（前）（場所・位置）…の上に［（反意）under…の下に］、…に接して［（反意）off…から離れて］、

（時）…に、（関係）…に関して、（方法・手段）…で 

⇔ There is a book on the desk.（机の上に本が一冊あります） 

 I met Ben on Tuesday morning.（私は火曜日の朝にベンに会いました） 

 This book is on history.（この本は歴史に関するものです）  

on and on（熟）どんどん、続けて 

⇔ He walked on and on.（彼はどんどん歩きました） 

once（副）一度、かつて  （接）一度、…すると  （名）一度、一回 

⇔ I have once been there.（私はかつてそこへ行ったことがあります） 

one more (or once again)（熟）もう一度 

once upon a time（熟）むかしむかし 

at once（熟）すぐに 

once a year（熟）1年に 1度 

one（名）一つ、ひとり、１個  （形）一つの、ひとりの［（同意）a］、ある［（同意）certain］ 

  （代）（一般に）人、物、（名詞のくり返しを避けるために用いて）もの  

one after another （熟）つぎつぎに 

one another（熟）お互いに 

one by one（熟）一つずつ 

one dayある日 

参考 one another はおもに３人以上の間で「おたがいに」、ふたりの間では each other を用い

ます。 

oneself（代）自分自身、自ら 

one-way（形）（切符、運賃が）片道の 

onion（名）たまねぎ 

online（副）インターネット上で 

only（形）唯一つの  （副）単に、ただ   

⇔ He has an only son.（彼にはただひとりの息子がいます） 

onto（前）…の上へ 

open（動）あける、あく［（反意）shut、close …をとじる、しめる］、通じている、始まる［（同意）

begin］  （形）開いた、おおいのない 

⇔ The store opens at 9 a.m.（店は午前９時に開きます） 

 The box was open.（箱はあいていました） 

opening（形）はじめの、開会の 

operation（名）操作、働き、作業、手術 

opinion（名）意見、考え   

in my (one’s) opinion（熟）私の意見では 

opposite（形）反対の 

be opposite to…（熟）…と反対である 

or（接）あるいは、または、（命令文のあとで）さもないと、すなわち、言いかえれば 

⇔ Hurry up, or you’ll be late.（急ぎなさい、さもないと遅れますよ） 

参考 A or B が主語のとき、動詞は Bに一致します。⇔ You or I am right.（君か僕のいずれ

かが正しい） 

oral（形）口頭の、口述の 

orange（名）（植物）オレンジ、オレンジ色  （形）オレンジ（色）の 

参考 日本のみかんは mandarin orangeまたは satsuma 

orchestra（名）オーケストラ、管弦楽団 

order（動）命ずる、注文する  （名）命令、注文、順序  

⇔ I ordered a book from New York.（私は本をニューヨークに注文しました） 



in order to（熟）…するために 

⇔ He worked hard in order to win the prize.（彼は賞を得るために一生懸命やりました） 

ordinary（形）ふつうの 

organ（名）オルガン、（生物の）器官 

organic（形）有機農法の 

origin（名）始まり、起源 

original（形）独創的な、もとの 

Orion（名）（天文）オリオン座 

other（形）ほかの、別の  （代）ほかのもの（人）  

  ⇔ I have two dogs. One is white and the other is black.（２匹犬を飼っている。１匹は白

く、もう１匹は黒い。） 

       I can’t find the other sock.（靴下のもう片方が見つからない） 

    There are three children. One is a boy and the others are girls.（子どもが３人いる。

１人は男の子で、他は女の子だ。） 

    There were ten cookies. Ann ate some, and Tom ate the others.（クッキーが 10枚あった。

アンが何枚か食べ、トムが残り全部を食べた。） 

   参考 others というときは、他の人々、他人を意味することが多い。⇔ Be nice to others.

（他の人に親切にしなさい） 

the other day（熟）先日 

Ottawa（名）オタワ（カナダの首都） 

ouch（間投）痛い！ 

ought（助）（ought to…として用いる）…すべきである、するはずである 

our（代）（weの所有格）私たちの 

ours（代）（weの所有代名詞）私たちのもの 

ourselves（代）（myself（私自身）の複数形）私たち自身で、私たち自身を（に） 

out（副）そとへ（に）、不在で［（反意）in中に、在宅で］、消えて、すっかり 

⇔ Mother is out.（母は外出しています） 

 The fire is out.（火は消えました） 

out of （熟）…から、…から外に 

⇔ The child ran out of the room.（その子どもは部屋から走って出ました） 

outdoor（形）戸外の［（反意）indoor室内の］  →（副）outdoors戸外で 

outside（名）外側［（反意）inside内側］  （形）外側の  （副）外側に、外で 

（前）…の外側に 

⇔ Let’s go outside.（外に出ましょう） 

 My uncle lives outside the city.（私のおじは市外に住んでいます） 

over（前）…の上に［（反意）under…の下に］、…を越えて、…以上に、…一面に  

（副）終わって、向こうに、繰り返して  all over全体にわたって 

⇔ The sky is over our heads.（空は私たちの頭上にあります） 

 He is known all over the world.（彼は世界中に知られています） 

 School is over at three.（学校は３時に終わります） 

over again（熟）もう一度 

over there（熟）向こうに、あちらへ 

参考《on と over と above》on は「（物の表面に接して）うえに」、over は「（垂直に）真上に」、

aboveは「上の方に」の意味です。 

overnight（副）夜通しで 

overseas（副）海外へ、外国に 

owl（名）（動物）フクロウ 

own（形）自分自身の  （動）所有する   



⇔ I have my own house.（私は自分の家を持っています） 

owner（名）所有者 

ox（名）（動物）お牛［（対）cowめ牛］（複数 oxen） 

ozone layer（名）オゾン層 

 

P 

Pacific（形）太平洋の  the Pacific Ocean太平洋 ［（対）Atlantic Ocean大西洋］ 

pack（名）包み、１箱 

package（名）荷物、小包み 

page（名）（本の）ページ 

paid（動）pay（支払う）の過去・過去分詞 

pain（名）痛み、苦痛、（複数形にして）苦心  （動）痛む、苦しむ 

painful（形）苦しい、痛い 

paint（名）絵の具、ペンキ  （動）（絵の具で）えがく、（ペンキを）ぬる 

painter（名）画家、ペンキ屋 

painting（名）（絵の具でかいた）絵、画法、ペンキ塗り 

pair（名）一対
いっつい

  

a pair of（熟）一対の、一組の   

⇔ She bought a pair of shoes.（彼女は１足の靴を買いました） 

pale（形）青ざめた、青白い 

pamphlet（名）パンフレット 

pan（名）フライパン、平なべ 

panda（名）（動物）パンダ 

panel（名）パネル 

pants（名）（複数形で）ズボン  a pair of pantsズボン 1本 

paper（名）紙、新聞［（同意）newspaper］   

⇔ Give me a sheet of paper.（紙を１枚ください）  

参考 paper（紙）は数えられない名詞なので、これを複数形にするには a sheet of ～の形を用

います。 three sheets of paper（３枚の紙） 

paperback（名）ペーパーバック、紙の表紙の軽装本 ［（対）hardcover堅い表紙の本］ 

parade（名）パレード、行進 

pardon（動）許す  （名）許し、容赦  

⇔ Pardon me.（上げ調子で）（もう一度言ってください） 

⇔ Pardon me.（下げ調子で）（ごめんなさい） 

parent（名）親、（複数で）両親 

Paris（名）パリ（フランスの首都） 

park（名）公園、駐車場  （動）駐車する 

part（名）部分、役割、…側 

play a part（熟）役をつとめる 

take part in（熟）…に参加する 

⇔ Will you take part in the meeting?（その会に参加しませんか） 

partner（名）パートナー、相手、相棒 

party（名）会合、一行、政党（複数 paties） 

give (or hold) a party（熟）会合を開く 

pass（三単現 passes）（動）通る、（時が）たつ、合格する、手渡す、（時を）過ごす 

（名）定期券、合格 

⇔ He passed the examination.（彼は試験に合格しました） 



pass by（熟）通り過ぎる 

⇔ His car has just passed by.（彼の車がいま通ったところです） 

passenger（名）乗客 

passion（名）情熱、熱情 

passport（名）パスポート、旅券 

past（形）過去の  （名）過去［（対）future未来（の）］   

（前）（時刻が）…過ぎ［（反意）to…前］  （副）過ぎて 

⇔ It is half past five.（５時半です） 

path（名）進路、通り道、通路 （複数 paths） 

patient（名）患者 （形）辛抱強い 

pay（過去・過去分詞 paid）（動）支払う、（注意を）払う  （名）給料 

pay for（熟）…に支払う 

PE P.E.（名）体育 （略）physical education 

pea（名）えんどう豆 

peace（名）平和［（反意）war戦争］ →（形）peaceful平和な 

peach（名）（植物）桃（の木） 

peak（名）山頂［（同意）top, summit］ 

peanut（名）ピーナッツ、落花生 

pear（名）（植物）西洋なし（の木） 

pearl（名）真珠 

pen（名）ペン 

pencil（名）鉛筆 

penguin（名）（動物）ペンギン 

people（名）人びと（複数扱い）、国民（この意味では単数）  

参考 peopleは「国民」の意味のほかは複数です。  

⇔ There are many people in this building.（この建物にはたくさんの人がいます） 

pepper（名）こしょう 

per（前）…ごとに 

per a year（熟）１年当たり 

perceive（動）（五感を使って）…を知覚する、…に気づく 

percent（名）パーセント 

perfect（形）完全な、申し分のない［（反意）imperfect不完全な］ 

perform（動）上演する、演じる、演奏する 

performance（名）パフォーマンス、演技 

performer（名）芸人、役者 

perhaps（副）たぶん、おそらく［（同意）maybe］ 

period（名）期間、時期、時代、（学校の）時限、（文法）終止符、ピリオド、「.」 

person（名）人、（文法の）人称  →（形）personal個人の 

Peru（名）ペルー（国名、首都はリマ Lima） 

pet（名）愛がん動物、ペット 

pharmacist（名）薬剤師、薬局 

Philippines（名）（theをつけて）フィリピン（国名、首都はマニラ Manila） 

phone（名）電話［（同意）telephone］  （動）電話をかける  

by phone（熟）電話で 

photo（名）写真（複数 photos） 

photograph（名）写真  

photographer（名）写真家 

photography（名）写真撮影 



phrase（名）句、言い回し、フレーズ 

physics（名）物理学 

pianist（名）ピアニスト演奏者、ピアニスト 

piano（名）ピアノ（複数 pianos） 

pick（動）（花などを）つむ、拾
ひろ

う、つつく 

pick up（熟）…を拾い上げる 

⇔ He picked up a bottle from the sea.（彼は海から１本のびんを拾い上げました） 

picnic（名）ピクニック、遠足 

go on a picnic（熟）ピクニックに行く 

picture（名）絵、写真［（同意）photo］、映画   

⇔ I took a picture of my family.（私は家族の写真を撮りました） 

 I had my picture taken.（私は写真を撮ってもらいました） 

pie（名）パイ  pie shellパイ生地 

piece（名）一片、ひとかけら 

a piece of（熟）一片の、一つの  

break into pieces（熟）…をばらばらにする 

参考 a piece ofは複数形をとらない名詞について、数を表すのに用います。 

⇔ a piece of chalk（１本のチョーク） 

three pieces of paper（３枚の紙） 

pig（名）（動物）豚 

pillow（名）まくら 

pilot（名）水先案内人、（飛行機の）パイロット 

pin（名）ピン、留め針  （動）ピンで留める 

pineapple（名）（植物）パイナップル 

pink（名）桃色、ピンク  （形）桃色の 

pipe（名）管
くだ

、（たばこの）パイプ、笛 

pitch（動）投げる、（テントなどを）張る 

pity（名）あわれみ、同情  （動）あわれと思う、同情する、気の毒に思う 

pizza（名）ピザ 

place（名）場所、位置、地位  （動）置く   

⇔ There is no place like home.（家庭にまさる所はありません） 

take place（熟）起こる、行われる 

⇔ The meeting takes place at ten.（会は 10時に開かれます） 

plan（過去・過去分詞 planned）（現在分詞 planning）（動）計画する、…するつもりである 

（名）計画、プラン、設計図 

make a plan（熟）計画を立てる 

plane（名）飛行機、平面 

by plane（熟）飛行機で 

planet（名）（天文）惑星
わくせい

［（対）star恒星
こうせい

］ 

plant（名）植物［（対）animal動物］、工場  （動）植える   

⇔ She planted some roses in the garden.（彼女は庭にバラを何本か植えました） 

plastic（名）プラスチック、ビニール  （形）ビニール製の   plastic bagビニール袋 

plate（名）皿、金銀の食器類、（金属などの）薄板、野球のプレート 

platform（名）だん、演壇、教壇、プラットホーム 

play（動）遊ぶ、（競技を）する、（楽器を）ひく、（芝居の役を）演じる （名）遊び、劇 



⇔ We played tennis after school.（私たちは放課後テニスをしました） 

 She can play the violin well.（彼女はバイオリンを上手に弾けます） 

参考 play のあとの楽器名には the をつけ、運動名には the をつけません。⇔ We played 

baseball yesterday.（私たちは昨日野球をしました） 

player（名）競技者、演奏者、俳優 

playful（形）ふざけた、ふざけたがる 

playground（名）運動場、遊び場 

pleasant（形）楽しい、気持ちのよい［（同意）comfortable］  →（名）pleasure楽しみ、喜び 

please（動）喜ばす、好む、どうぞ 

⇔ You can’t please everybody.（すべての人を満足させることはできません） 

(be) pleased to（熟）喜んで…する 

(be) pleased with（熟）…に満足する 

⇔ He is much pleased with the new car.（彼は新しい車にすっかり満足しています） 

pleasure（名）楽しみ、愉快、快楽 

plentiful（形）じゅうぶんな、豊富な 

plenty（名）たくさん、じゅうぶん 

plenty of（熟）たくさんの（量・数）   

⇔ There are plenty of books.（本がたくさんあります）  

参考 plenty of はふつう疑問文・否定文には使いません。⇔ We don’t have much time.（私た

ちにはじゅうぶんな時間がない） 

plus（前）…を加えて 

p.m., P.M.（略）午後 

pocket（名）ポケット 

poem（名）詩  →（名）poet詩人 

point（名）点、要点 （動）指
ゆび

差
さ

す 

point out（熟）指摘
してき

する 

point of view（熟）観点、意見   

⇔ She pointed out my mistakes.（彼女は私の間違いを指摘しました） 

Poland（名）ポーランド（国名、首都はワルシャワ Warsaw） 

polar（形）北極の、南極の  the polar star北極星  polar bearホッキョクグマ 

police（名）警察  police officer警察官  police station警察署  police box交番 

⇔ That is a police station.（あれは警察署です） 

policeman（名）警官、巡査（複数 policemen） 

policy（名）政策、方針 

polite（形）ていねいな、礼儀正しい、上品な 

politician（名）政治家 

pollution（名）汚染、公害 

pond（名）池 

pool（名）水たまり、（水泳の）プール［（同意）swimming pool］ 

poor（形）貧乏
びんぼう

な［（反意）rich金持ちの］、かわいそうな、へたな、（theがついて）貧しい人びと 

⇔ He is happy though he is poor.（彼は貧しいけれども幸福です） 

 Tom is a poor swimmer.（トムは泳ぎがへたです） 

pop（形）大衆向きの （名）ポピュラー音楽  pop singer流行歌手 

popcorn（名）ポップコーン 

popular（比較級 more popular、最上級 most popular）（形）人気のある、流行の、通俗な 



population（名）人口 

pork（名）豚肉 

port（名）港   

参考《 harbor と port 》harbor は地形を利用した自然の港で、port は商船などが荷物を載せた

り降ろしたりできる施設のある港のこと。 

position（名）位置、場所  

positive（形）積極的な、前向きな［（反意）negative消極的な、否定的な］ 

possible（形）可能な、ありうる［（反意）impossible不可能な］ 

⇔ It is possible to swim across the river.（その川を泳いでわたることは可能です） 

as…as possible（熟）できるだけ…  

参考 as … as possibleは canを用いても表せます。 ⇔ He ran as fast as possible. He ran 

as fast as he could.（彼はできるだけ速く走りました） 

post（名）郵便、郵便物（英）［（同意）mail（米）、郵便箱［（同意）mailbox（米）］ 

（動）郵送する  post card郵便はがき  post office郵便局  postman郵便集配人 

pot（名）つぼ、かめ 

potato（名）じゃがいも 

pound（名）ポンド（英国の重量の単位で 16オンス（約 453ｇ）、ポンド（英国の貨幣単位で 100ペン

ス） 

pour（動）そそぐ、つぐ 

power（名）力、勢力  power plant, power station発電所 

powerful（形）強力な［（同意）strong］ 

PR（名）広報活動 （略）public relations 

practice（名）練習、実行、習慣 （動）練習する、実行する 

praise（名）賞賛、ほめたたえること （動）…をほめる 

pray（動）祈る 

precious（形）尊い 

prefecture（名）（都道府県の）県 

prefer（動）（…の方を）好む 

prepare（動）準備する、用意する、…に覚悟をさせる   

⇔ I have to prepare for the examination.（私は試験の準備をしなければなりません） 

present（形）出席して［（反意）absent欠席して］、現在の［（対）past過去の］ 

（名）贈り物、現在 （動）贈る、進呈する   

⇔ Everybody was present at the party.（全員がその会に出席していました） 

 We presented some flowers to him.（私たちは彼に花を贈りました） 

参考 形容詞や名詞の時と、動詞の時の presentのアクセントに注意しましょう。 

presentation（名）（意見、提案などの）発表、説明、授与式、プレゼン 

preserve（動）保存する、保護する 

president（名）大統領、総裁、社長 

press（動）押す、アイロンをかける （名）新聞、報道陣 

pressure（名）プレッシャー、圧力、気圧 

pretty（比較級 prettier、最上級 prettiest）（形）かわいらしい、きれいな   

（副）かなり、相当に 

price（名）値段、価格、犠牲、代価 

pride（名）誇り、自尊心 

priest（名）僧侶、神父 

primary（形）基本の、初歩の  primary school小学校 

prince（名）王子［（対）princess王女］ 

princess（名）王女［（対）prince王子］ 



principal（形）おもな、主要な  （名）校長 

print（名）印刷、印刷物、プリント （動）印刷する、出版する 

priority（名）重要であること、優先事項、…より前であること   priority seat（電車やバスの）

優先席 

prison（名）刑務所、牢屋、監獄 

prize（名）商品、ほうび  

⇔ My son won the first prize.（私の息子は１等賞をとりました） 

probably（副）たぶん、おそらく［（同意）maybe, perhaps］ 

problem（名）問題   

⇔ No problem.（いいですよ） 

proceed（動）進む、…を続ける［（参考）goよりかたい語） 

produce（動）生産する、製造する  （名）（集合的に）生産物 

professional（形）プロの （名）専門家 

program, programme (英)（名）プログラム、番組、予定 

programer, programmer (英)（名）プログラマー、プログラム作成者 

prohibit（動）…を禁止する 

project（名）企画、計画 

promise（名）約束 （動）約束する 

promote（動）促進する 

propose（動）提案する、結婚を申し込む 

protect（動）保護する 

proud（形）誇
ほこ

りを持った、自慢をする  

(be) proud of（熟）…を誇りに思う   

⇔ We are proud of our school.（私たちは私たちの学校を誇りに思います） 

prove（動）…を証明する 

proverb（名）ことわざ、格言 

provide（動）供給する、与える 

psychology（名）心理学 

public（形）公の、公衆の  （名）公衆   

in public（熟）人前で、公然と  

pull（動）引っ張る、弾く［（同意）draw （反意）push押す］ pull up引っ張りあげる 

pump（動）水をポンプでくみ出す 

pumpkin（名）かぼちゃ 

punish（動）罰する 

pupil（名）生徒、弟子
で し

［（同意）student］ 

puppet（名）あやつり人形 

purple（形）紫色の 

purpose（名）目的、意図 

purse（名）さいふ 

push（動）押す［（反意）draw, pull引っ張る］ 

⇔ Push the door.（ドアを押しなさい） 

put（過去・過去分詞 put）（現在分詞 putting）（動）置く、すえる、書きつける 

⇔ She put some flowers on her desk.（彼女は花を机の上に置きました） 

put down（熟）…をおろす   

put in（熟）…を入れる   

put off（熟）…をぬぐ、延期する   



put on（熟）…を着る、はく   

⇔ He put on his hat and went out.（彼は帽子をかぶって出かけました） 

参考 put onは「着る」動作を表すのに用います。「着ている」状態は wearを用います。⇔ He wears 

black shoes.（彼は黒い靴をはいている） 

puzzle（名）難問、なぞ、パズル、クイズ 

 

Q 

quality（名）質、性質 ［（対）quantity量］ 

quarrel（動）けんかをする、口論をする （名）けんか、口論 

quarter（名）４分の１、15分  

⇔ It is a quarter past four.（４時 15分過ぎです） 

参考《quarter（４分の 1）と half（半分）を用いた句》 

a mile and a half（１マイル半） 

a mile and a quarter（１マイルと４分の 1） 

half a mile（半マイル） 

a quarter of a mile（4分の 1マイル） 

queen（名）女王［（対）king王］ 

question（名）問、質問、問題［（反意）answer答え］ 

⇔ I couldn’t answer the question.（私はその質問に答えられませんでした） 

question mark疑問符（？） 

quick（形）速い  （副）早く［（同意）fast （反意）slow遅い］  →（副）quicklyすばやく 

⇔ Walk as quick as you can.（できるだけ速く歩きなさい） 

 She is quick in doing everything.（彼女は何でもするのが速い） 

quickly（副）早く、急いで、すばやく 

quiet（形）静かな、おだやかな［（同意）silent （反意）noisyさわがしい］ 

→（副）quietly静かに 

⇔ The evening was very quiet.（その晩はとても静かでした） 

   Be quiet.（静かにしなさい） 

quit（動）やめる、中止する 

quite（副）まったく、すっかり   

⇔ You are quite right.（君の言うとおりです） 

 I am quite well.（まったく元気です） 

not quite（熟）まったく…というわけではない 

⇔ He isn’t quite a bad man.（彼はまったくの悪人というわけではない） 

quiz（名）小テスト、クイズ 

 

R 

rabbit（名）（動物）飼
か

いウサギ 

race1（名）競争 

race2（名）人種 

racket（名）ラケット 

radio（名）ラジオ （複数 radios） 

⇔ I heard the news on (or over) the radio.（私はラジオでそのニュースを聞きました） 

radioactivity（名）放射能 

railroad（名）鉄道 ［（同意）railway（英）］ 

rain（名）雨  （動）雨が降る   

⇔ We have much rain in June.（６月には雨が多い） 



 It rains every day.（毎日雨が降ります） 

参考 rainが動詞の時は主語はいつも itを用います。 

⇔ It rains.（雨が降ります） 

 It never rains but it pours.（ことわざ）（降ればいつもどしゃぶりです） 

 It’s still raining.（まだ雨が降っています） 

rainbow（名）虹 

raincoat（名）レインコート 

rainy（比較級 rainier、最上級 rainiest）（形）雨降りの、雨の多い 

→（名）rainy day雨降りの日 

⇔ It is rainy today.（今日は雨降りです） 

raise（動）…を上げる［（同意）lift］、（作物などを）つくる［（同意）grow、bring up］、（資金を）

集める 

参考 rise「あがる」と混同しないようにしましょう 

ran（動）run（走る）の過去 

rang（動）ring（鳴る）の過去 

rapid（形）急速な 

rat（名）ねずみ（mouseより大きい種類） 

rate（名）割合、比率、速度 

rather（副）むしろ、いくぶん 

rather than（熟）…よりむしろ 

⇔ This colr is green rather than yellow.（この色は黄色というよりは緑色です） 

would ( or had ) rather（熟）むしろ…したい 

⇔ I would rather stay home today.（私は今日はむしろ家にいたい） 

ray（名）光線 ［（参考）raysで放射線、太陽光線） X-rayレントゲン写真、エックス線 

reach（動）着く、到着する［（同意）arrive at、get to］ 

⇔ When will the bus reach Hakone?（バスはいつ箱根に着きますか） 

  参考 reach（…に着く）のあとには前置詞はいりません。  

⇔ We reached London this morning.（私たちは今朝ロンドンに着きました） 

reaction（名）反応 

read（過去・過去分詞 read）（現在分詞 reading）（動）読む、読書する 

→（名）reader読者、読み物   reading（名）読書  

reading（名）読書 

ready（比較級 readier、最上級 readiest）（形）用意ができて、準備ができて 

(be) ready to（熟）…する準備ができている、喜んで…する  

⇔ I am ready to start.（私はいつでも出かけられます） 

real（形）実在の、ほんとうの 

reality（名）現実 

realize、realise（英）（動）…がわかる、…に気づく 

⇔ I didn’t realize you.（私はあなただとわからなかった） 

really（副）本当に 

reason（名）理由、理性 

receive（動）受け取る［（同意）accept］、（客などを）迎える   

⇔ I received a letter from my uncle.（私はおじからの手紙を受け取りました） 

recently（副）近頃、最近 

recipe（名）調理法、作り方、レシピ 

recommend（動）…を勧める 

record（名）記録、（学校の）成績、経歴、レコード  （動）記録する 

  voice recorder ボイスレコーダー 



recycle（動）…を再生する、再利用する 

recycling（名）リサイクル、再生利用 

red（比較級 redder、最上級 reddest）（形）赤い  （名）赤色 

reduce（動）…を減少させる、…を小さくする 

referee（名）審判員、レフリー 

reflect（動）…を反映させる 

refrigerator（名）冷蔵庫 （略）fridge 

refuse（動）…を断る、辞退する［（反意）accept受け取る］ 

regard（動）…とみなす 

  regard…as～（熟）…を～とみなす 

 （名）（複数形で、手紙で）敬具、よろしくという挨拶、尊敬 

  ⇔ Give my best regards to Mr. Smith.（スミスさんによろしくお伝えください） 

regular（形）習慣的な 

rehearsal（名）リハーサル 

reindeer（名）（動物）トナカイ （複数 reindeerまたは reindeers） 

relate（動）…に関係がある 

relate to…（熟）…に関係がある 

relation（名）関係、人間関係 

relationship（名）関係、関連、結びつき 

relative（名）親類、親せき 

relax（動）くつろぐ、リラックスする、くつろがせる 

relay（名）（スポーツ）リレー競争 

release（動）解き放す、…を解放する、自由にする（CDを）発売する 

relief（名）救援、安心、ホッとすること 

  ⇔ What a relief!（あ、ホッとした） 

remain（動）残る、とどまる、…のままでいる 

remember（動）思い出す、覚えている［（反意）forget忘れる］  

remember me to（熟）…によろしく  

⇔ Please remember me to your mother.（君のお母さんによろしく） 

remind（動）思い出させる、気づかせる    

⇔ This picture reminds me of you.（この写真を見るとあなたのことを思い出します） 

removal（名）除去、取りはずし 

remove（動）…を取り除く 

rental（形）レンタルの、賃貸の 

repair（動）…を修理する、…回復する  

  参考《 mend、repair、fixのちがい 》mendは衣服・家具などの比較的簡単なものの修理で repair

は車やテレビなどの複雑な機械の修理で、fixは両方の意味で用いられる。 

repeat（動）復唱する、繰り返して言う （名）繰り返し、反復 

replace（動）取り替える 

reply（過去・過去分詞 replied）（三単現 replies）（動）答える、返事をする 

（名）答え、返事［（同意）answer］（複数 replies）  

⇔ He replied to my question.（彼は私の質問に答えました） 

report（動）報告する、知らせる （名）報告、レポート 

reporter（名）（新聞、テレビ等の）記者、報告者 

rescue（名）救助 

research（名）研究、調査 

reservation（名）（部屋・座席などの）予約、指定 ［（参考）病院の予約は appointment］ 

make a reservation（熟）予約をする 



resource（名）（複数形で）資源、物質、手段 

respect（動）尊敬する、尊重する、考慮する  （名）尊敬、敬意 

responsible（形）責任がある、信用できる 

rest（名）休息、睡眠
すいみん

  （動）休む、休ませる 

take (or have) a rest（熟）ひと休みする  

restaurant（名）料理店、レストラン 

result（名）結果    

as a result（熟）結果として 

retire（動）引退する 

return（動）帰る、もどる、返す  （名）帰り、返 却
へんきゃく

 

⇔ He returned home very late.（彼は大変遅く家に帰って来ました） 

in return (for)（熟）（…の）お返しに 

reuse（動）…を再利用する 

rhythm（名）リズム、調子 

rice（名）米、稲
いね

、ご飯 

rich（形）金持ちの、豊かな［（反意）poor貧しい］ the rich金持ちの人々 

  参考 rich、poorなどの形容詞に theをつけると複数名詞の意味になります。  

the rich = rich people,  the poor = poor people,  the old = old people 

ridden（動）ride（乗る）の過去分詞 

ride（過去 rode、過去分詞 ridden）（動）乗る  （名）乗ること   

⇔ Can you ride a bicycle?（君は自転車に乗れますか） 

right（形）正しい［（反意）wrong 不正な］、右の［（反意）left 左の］（名）正しいこと、右、権利 

（副）正しく、右に 

all right（熟）よろしい   

right away（熟）すぐに［（同意）at once］ 

ring（過去 rang、過去分詞 rung）（動）鳴る、鳴らす  （名）輪、指輪 

rise（過去 rose、過去分詞 risen）（動）昇る［（反意）set沈む］、起きる［（同意）get up］ 

（名）上昇、増大 

⇔ The sun rises in the east.（太陽は東から昇ります） 

risen（動）rise（昇る、起きる）の過去分詞 

risk（名）危険（性） 

rival（名）競争相手 

river（名）川  

参考 river（川）の名前にはふつう theをつけて次のように用います。 the Hudson River ( or 

the River Hudson )ハドソン川  the Shinano River (or the River Shinano)信濃川 

road（名）道路 

roar（動）ほえる 

robber（名）強盗、どろぼう［（同意）thief］ 

rock（名）岩、（音楽の）ロック （動）揺り動かす、揺らす 

rocket（名）ロケット、打ち上げ花火 

rode（動）ride（乗る）の過去 

roll（動）ころがす、巻く、ぐるぐる回す、ころがる、（波が）うねる  

（名）回転、巻物、名簿、出席簿 

Rome（名）ローマ（イタリアの首都）  

⇔ Rome was not built in a day（ローマ一日にしてならず） 



roof（名）屋根 （複数 roofs） 

rookie（名）新人選手、初心者、ルーキー   

room（名）部屋、余地、場所 

rope（名）なわ、ロープ 

rose1（動）rise（昇る、起きる）の過去 

rose2（名）（植物）ばら、ばらの花 

rough（形）荒い、でこぼこの［（反意）smoothなめらかな］、おおざっぱな、おおまかな 

round（形）丸
まる

い （名）円 （副）まわって （前）…のまわりに   

all (the) year round（熟）一年中 

round-trip（形）往復の［（対）one-way片道の］［（同意）return（英）］ 

route（名）道、道筋、ルート 

row（名）列、並び［（同意）line］ 

⇔ She has a good row of teeth.（彼女は歯並びがいい）  （動）（舟を）こぐ row a boat

ボートをこぐ 

rubber（名）消しゴム、弾性ゴム （形）ゴムの 

rude（形）無礼な、失礼な、無作法な 

rugby（名）ラグビー 

rule（名）規則、支配 （動）支配する 

run（過去 ran、過去分詞 run）（現在分詞 running）（動）走る、かける、流れる  （名）走ること 

⇔ He runs two miles every morning.（彼は毎朝２マイル走ります） 

run across（熟）…に出くわす  

⇔ I ran across our teacher at the park.（私は公園で先生に出会いました） 

run after（熟）…を追いかける  

⇔ The policeman ran after the man.（警官はその男を追いかけました） 

run away（熟）逃げる  

⇔ The boy tried to run away.（その少年は逃げようとしました） 

run over（熟）（車が）ひく  

⇔ A cat was run over by a car.（１ぴきのねこが車にひかれました） 

run up to（熟）…に走り寄る  

⇔ The child ran up to his mother.（その子どもは母のところにかけ寄りました） 

rung（動）ring（ベルが鳴る）の過去分詞 

runner（名）走る人、ランナー 

Russia（名）ロシア（国名、首都はモスクワ Moscow）  →（形）Russianロシア人（語）の 

 

S 

sacred（形）神聖な 

sad（比較級 sadder、最上級 saddest）（形）悲しい［（反意）gladうれしい］ 

→（副）sadly悲しそうに 

  参考 sad（悲しい）、safe（安全な）の比較級、最上級は -er、-estをつけますが、副詞 sadly、

safelyは more、mostを用います。 sadly－more sadly － most sadly 

sadness（名）悲しみ 

safe（比較級 safer、最上級 safest）（形）安全な、無事な［（反意）dangerous危険な］ 

→（副）safely安全に  →（名）safety安全 

said（動）say（言う）の過去・過去分詞 

sail（名）帆
ほ

 （動）航海する、出 帆
しゅっぱん

する 

set sail for（熟）…へ向けて出帆する 



sailor（名）水夫、船員 

salad（名）サラダ 

sale（名）販売、特売、安売り、バーゲンセール［（参考）ふつう bargain sale ではなく sale とい

う。⇔ I got this jacket at (in) a sale.（私はこの上着をバーゲンで買いました） 

（複数 sales売上高） 

salmon（名）鮭
さけ

 

salon（名）（美容のしゃれた）店  a beauty salon美容院 

salt（名）塩  

⇔ Would you please pass me the salt?（塩を取っていただけますか） 

salty（形）塩辛い 

same（形）（常に theをつけて）同じ、同様の［（反意）different違った］ 

the same…as～（熟）～とおなじような…   

⇔ He wears the same hat as I do.（彼は私のと同じような帽子をかぶっています） 

the same…that～（熟）～と同じ…   

⇔ This is the same pen that I lost.（これは私がなくしたのと同一のペンです） 

  参考《 the same as と different from 》 

 My piano is the same as hers.（私のピアノは彼女のものと同じです） 

 My piano is different from hers.（私のピアノは彼女のものとは違う） 

sanctuary（名）神聖な場所、（動物の）保護区域 

sand（名）砂 

sandwich（名）サンドイッチ （複数 sandwiches） 

sang（動）sing（歌う）の過去 

sank（動）sink（沈む）の過去 

sat（動）sit（すわる）の過去・過去分詞 

satellite（名）（天文）衛星［（参考）惑星 planetの周りを回る天体）、人工衛星 

Saturday（名）土曜日（Sat. と略す） 

Saturn（名）（天文）土星 

sausage（名）ソーセージ 

save（動）救う、節約する 

saw（動）see（見る）の過去  （名）のこぎり 

sax（名）（楽器）サックス、サキソフォン（略）saxophone 

say（過去・過去分詞 said）（三単現 says）（動）言う   

⇔ Now, I must say goodbye to you. （もう、さようならを言わなければなりません） 

say to oneself（熟）心で思う、独り言を言う   

They say (or It is said) that（熟）…だそうだ 

⇔ They say that he is sick.（彼は病気だそうです） 

saying（名）言うこと、ことわざ、格言 

scare（動）…を怖がらせる、…をびっくりさせる 

scared（形）おびえた、怖がる［（同意）afraid］ 

scarf（名）スカーフ、マフラー 

scary（形）恐ろしい、こわい 

scene（名）（劇などの）場面、光景 

scenery（名）風景、景色 

schedule（名）表、時間表、予定表  （動）予定する 

scheme（名）仕組み、計画［（同意）program］、たくらみ 

school（名）学校、授業  

⇔ We have no school today.（今日は授業がありません） 



after school（熟）放課後  

⇔ We play tennis after school.（私たちは放課後テニスをします） 

schoolyard（名）校庭、運動場 

science（名）科学、理科 

scientist（名）科学者 

scissors（名）（複数形で）はさみ   

⇔ These scissors cut well.（このはさみはよく切れる） thisではなく theseになることに注

意。 

score（動）（競技、試験などで）…点を取る、得点する  （名）得点 

Scotland（名）スコットランド（イギリス本土の北部地方 首都はエジンバラ Edinburgh） 

scout（名）スカウト  （動）偵察する、…を探し回る 

scramble（動）かき混ぜる  scrambled egg(s)スクランブルエッグ 

scrap（名）くず鉄、廃品、廃棄物、スクラップ 

sea（名）海［（同意）ocean （対）land陸］ 

at sea（熟）海上に、航海中で 

by sea（熟）海路で、船で 

seal（名）印鑑
いんかん

（動物）アザラシ 

search（名）探すこと、探索 （動）探す  

seach for（熟）…を探す ［（同意）look for］ 

seaside（名）（ふつう theをつけて）海岸、海辺（英）［（同意）beach（米）］ 

season（名）季節  the rainy season梅雨、雨季 

seat（名）座席  （動）着席させる 

take a seat（熟）着席する 

second1（形）第２の（２ndと略す） （名）２番目 

  ⇔ Today is the second of April.（きょうは４月２日です） 

second2（名）秒 ［（参考）minute分、hour時）   

⇔ A minute has sixty seconds.（１分は 60秒です）  

secret（形）秘密の  （名）秘密 

keep a secret（熟）秘密を守る 

section（名）（売り場）区画 

see（過去 saw、過去分詞 seen）（動）見る、見える、会う［（同意）meet］、わかる［（同意）understand］  

Let me see.（熟）ええと、はてな 

参考《 see、look、watch 》seeは見ようとしなくても自然に「見える」、lookは見ようとして注

意して「見る」、watchは「観察する」「見守る」の意です。 

seed（名）種
たね

 

seem（動）…のように見える、…のように思われる 

⇔ The girl seems (to be) happy.（その少女は幸せそうです） 

seen（動）see（見る）の過去分詞 

select（動）選ぶ、選択する 

self-portrait（名）自画像 

sell（過去・過去分詞 sold）（動）売る［（反意）buy買う］、売れる   

⇔ They sell magazines at the store.（その店では雑誌を売っています） 

send（過去・過去分詞 sent）（動）送る、届ける 

⇔ I sent him a letter.（私は彼に手紙を出しました） 

send for（熟）…を呼びにやる  

⇔ We sent for the doctor at once.（私たちはすぐに医者を呼びにやりました）   



send out（熟）…を送り出す 

  参考《 send for…の受身形 》 The doctor was sent for. （forをつけ忘れない）（医者が呼ば

れました） 

senior（形）年上の、上級の  senior citizen高齢者 

sense（名）感覚、意味、分別、思慮、意識 

sent（動）send（送る）の過去・過去分詞 

sentence（名）文 

Seoul（名）ソウル（韓国の首都） 

separate（形）別々の、独立した  （動）…を分ける、…を（から）引き離す 

separately（副）独立して、別々に、離れて 

September（名）９月（Sept. と略す） 

series（名）（複数 series単複同形）連続、ひと続き、シリーズ 

a series of（熟）一連の、ひと続きの 

serious（形）まじめな、本気の、重大な、（病気などが）重い 

servant（名）召使い、使用人 

serve（動）使える、役に立つ、（食事などを）出す  →（名）service奉仕、給仕 

service（名）仕えること、奉仕、役に立つこと、給仕、サービス、設備、テニスのサーブ 

set（過去・過去分詞 set）（現在分詞 setting）（動）置く［（同意）put］、（太陽や月が）沈む［（反

意 rise昇る］、整える  （名）一組、セット   

⇔ The sun sets in the west.（太陽は西に沈みます） 

set out（熟）出発する 

set up（熟）建設する、始める 

setting（動）set（置く、整える）の現在分詞 

（名）（出来事の）舞台、背景、環境、（小説などの）舞台設定 

settle（動）すえる、、解決する、安住させる、落ちつかせる、落ち着く 

seven（名）７、７才、７時  （形）７の 

seventeen（名）17、17才  （形）17の 

seventh（名）第７、７番目、（月の）７日  （形）第７の 

seventy（名）70、70才  （形）70の 

several（形）いくつかの、めいめいの  （代）数個、数人   

⇔ He will stay here for several days.（彼はここに数日間滞在するでしょう） 

severe（形）厳しい 

sew（動）縫う、縫いつける 

shade（名）陰、日陰、日よけ、ランプのかさ  （動）光をさえぎる、おおう、暗くする 

shadow（名）影、（複数形にして）夕闇
ゆうやみ

 

shake（動）ゆする、振る、揺れる、ふるえる、ぐらつく 

shall（過去 should）（助）（主語が一人称で）…だろう、（疑問文で）…しましょうか、（主語が二・

三人称で）…させる  

⇔ I shall be fifteen years old tomorrow.（私は明日 15歳になります） 

 Shall I shut the window? （窓を閉めましょうか） 

 You shall have this album.（君にこのアルバムをあげましょう） 

Let’s go shopping, shall we? （買い物に行きませんか） Yes, let’s.（ええ、行きましょ

う）No, let’s not.（いいえ、やめておきましょう） 

  参考《shall と will》単純未来を表す場合、アメリカでは人称に関係なく will が用いられるこ

とが多い。 ⇔ I will be fifteen years old tomorrow.（私は明日 15才になります） 

shampoo（名）シャンプー （複数 shampoos） 



shape（名） 形
かたち

、姿、型  （動）形づくる 

share（動）分ける、共有する  （名）分け前 

shark（名）鮫
さめ

 

sharp（形）鋭い、はげしい、とがった  （副）（時間が）きっかりに 

she（代）彼女は（が）（複数 they） by herself（熟）ひとりで   

⇔ She had to live by herself.（彼女はひとりで生きていかなければなりませんでした） 

  参考 she彼女は（が）― her彼女の ― her彼女を（に） ― hers彼女のもの ― herself彼 

女自身 

she'd she would, she hadの短縮形 

sheep（名）（動物）羊 （複数 sheep単複同形） 

sheet（名）敷布
しきふ

、シーツ、（紙などの）１枚 

⇔ Give me two sheets of paper.（私に紙を２枚ください） 

shelf（名）棚 

shell（名）貝殻、卵などの殻、（カニなどの）甲羅  

 

she'll she willの短縮形 

she’s  she is, she hasの短縮形 

shine（過去・過去分詞 shone）（現在分詞 shining）（動）光る、 輝
かがや

く 

⇔ The moon was shining over the sea.（月が海の上に輝いていました） 

shining（形）光る、明るい、すぐれた 

ship（名）（大型の）船 

shirt（名）ワイシャツ 

shock（名）ショック、衝撃  （動）衝撃を与える    

⇔ He was shocked at the news.（彼はその知らせに衝撃を受けた） 

shoe（名）靴、短靴
たんぐつ

 ［（対）boot長靴、ブーツ］ 

⇔ I bought a pair of shoes.（私は靴を１足買いました） 

shone（動）shine（光る）の過去・過去分詞 

shook（動）shake（…を振る）の過去 

shoot（過去・過去分詞 shot）（動）射
い

る、うつ、（芽や枝を）出す 

shooting star（名）（天文）流れ星 

shop（過去・過去分詞 shopped）（現在分詞 shopping）（動）買い物をする  （名）店、小売店［（同

意）store］ 

shopkeeper（名）小売店の経営者、店主（英）［（同意）storekeeper（米）］ 

shopping（名）買い物   

go shopping（熟）買い物に行く    

⇔ She goes shopping every afternoon.（彼女は毎日午後買い物に行きます） 

shore（名）岸    

go on shore（熟）上陸する 

short（形）短い［（反意）long長い］、背の低い［（反意）tall高い］、足りない 

(be) short of（熟）…が不足している   

⇔ I am short of money right now.（いま、お金が不足しています） 

shot（動）shoot（射る）の過去・過去分詞 



should（助）（shallの過去形）…だろう、…すべきである、もし…ならば 

⇔ I thought that I should succeed.（私は成功するだろうと思いました） 

 You should be more careful.（君はもっと注意深くするべきです） 

 If it should rain tomorrow, I would not go.（万一あす雨だったら、私は行きません） 

  参考 《 shouldと時制の一致 》I thought, “ I shall succeed.”（直接話法）  I thought 

that I should succeed.（間接話法） 

shoulder（名）肩 

shouldn't should notの短縮形 

shout（動）叫ぶ （名）叫び 

shovel（名）シャベル 

show（過去 showed、過去分詞 shown or  showed）（動）示す、見せる、教える［（同意）teach］、案

内する  （名）見せ物、ショー    

⇔ Will you show me your album?（あなたのアルバムを見せてくれませんか） 

 He showed me how to ride a bicycle.（彼は私に自転車の乗り方を教えてくれました） 

  参考 showは目的語を二つとる動詞です。   

⇔ I will show you the way.（youは間接目的、the wayは直接目的）（道を教えましょう） 

＝ I will show the way to you.（youをあとにおくときは toをつける） 

shower（名）夕立、にわか雨、シャワー 

shown（動）show（見せる、現れる）の過去分詞 

showroom（名）展示室、ショールーム 

shrine（名）神社 

shrug（動）（肩を）すくめる 

shut（過去・過去分詞 shut）（現在分詞 shutting）（動）閉める、閉じる［（同意）close （反意）

open開ける］   

⇔ Shut the door.（ドアを閉めなさい） 

shy（形）内気な、恥ずかしがりの 

sick（形）病気の（で）、気分が悪い［（同意）ill］  →（名）sickness病気 

   ⇔ Jim has been sick for two weeks.（ジムは２週間病気です） 

fall sick（熟）病気になる   

side（名）側、わき腹  （形）横の、側面の 

by the side of（熟）…のそばに 

side by side（熟）並んで 

sigh（動）ため息をつく 

sight（名）光景、視力、名所 

⇔ What a beautiful sight!（きれいな景色だなあ） 

sightseeing（名）観光、名所見物 

sign（名）しるし、合図  （動）合図する、署名
しょめい

する  sign language手話 

signal（名）信号、合図  （動）信号を送る、合図する 

silent（形）静かな、沈黙の［（同意）quiet、still］  →（名）silence沈黙、静けさ 

⇔ Be silent, class.（静かにしなさい、クラスの皆さん）  

silly（比較級 sillier、最上級 silliest）（形）ばかな、愚かな、ばかげた［（同意）foolish、stupid］ 

silver（名）銀 （形）銀の、銀色の 

similar（形）似ている、同様の 

simple（比較級 simpler、最上級 simplest）（形）簡単な、単純な、質素な 

simply（副）簡単に、やさしく 

since（前）…以来、…から  （接）…して以来、…だから  （副）その後 

⇔ I haven’t seen him since last year.（私は去年から彼に会っていません） 



 It is just a month since I came here.（私がここに来てからちょうど１か月になる） 

ever since（熟）その後ずっと 

  参考《 sinceと forのちがい 》  

 I haven’t seen him since last year.（私は彼に去年以来会っていない） 

 I haven’t seen him for three years.（私は彼に３年間会っていない） 

sincerely（副）心から、真心こめて   

Yours sincerely (or Sincerely yours) 敬具（手紙の結びの文句） 

sing（過去 sang、過去分詞 sung）（動）歌う、さえずる 

Singapore（名）シンガポール（国名、首都はシンガポール Singapore） 

singer（名）歌手、歌い手 

singing（名）歌うこと、歌唱 

single（形）たった一つの、片道の（切符など）、単身の、独身の  （名）単一、片道切符 

sink（動）沈む、落ち込む、沈める、低くする 

sir（名）あなた、先生（目上の男性への呼びかけ）［（対）ma’am奥さん、先生］ 

sister（名）姉（妹）［（対）brother兄（弟）］  → an elder（a younger）sister姉（妹） 

sit（過去・過去分詞 sat）（現在分詞 sitting）（動）腰をかける、すわる［（反意）stand立つ］   

sit down（熟）すわる 

sit up（熟）（寝ないで）起きている、起き上がる  

⇔ He sat up late last night.（彼は昨夜は遅くまで起きていました） 

site（名）場所、（インターネットの）ウェブサイト 

situation（名）（町、建物などの）位置、場所、事態、状況、立場 

six（名）６、６時、６才  （形）６の 

sixteen（名）16、16才  （形）16の 

sixth（名）第６、６番目、（月の）６日、６分の１  （形）第 6の、6番の、6の 

sixty（名）60、60才  （形）60の 

size（名）大きさ、寸法、サイズ 

skate（名）スケート（靴） （動）スケートをする 

sketch（動）…をスケッチする 

ski（名）スキー（複数 skis or ski ）  （動）スキーをする 

skill（名）技
わざ

、腕前 

skillful（形）熟練した 

skin（名）皮、皮膚 

(be) (or get) wet to the skin（熟）ずぶぬれになる 

skip（動）…をとばす、抜かす 

skirt（名）スカート 

sky（名）空（複数 skies ） 

⇔ A bird was flying high up in the sky.（１羽の鳥が空高く飛んでいました） 

slave（名）奴隷
どれい

 

sleep（過去・過去分詞 slept）（動）眠る［（反意）wake目をさます］  （名）眠り 

→（形）sleepy眠い、眠そうな 

go to sleep（熟）寝つく、眠る 

⇔ Soon he went to sleep.（まもなく彼は眠りにつきました） 

sleepy（形）眠い、眠そうな、活気のない、静かな 

slept（動）sleep（眠る）の過去・過去分詞 

slip（動）すべる、すべって転ぶ  （名）足を踏み外すこと、低下 

slipper（名）上ばき、室内ばき（複数形で用いることが多い） a pair of slippers上ばき一足 



［（参考））日本のスリッパとは違い、かかとのついた靴のようなもの  

slow（形）遅い、のろい［（反意）fast、quick速い］、（時計が）遅れている  

（副）遅く、ゆっくりと   

⇔ My watch is three minutes slow.（私の時計は３分遅れています） 

参考《slowと lateのちがい》slowは「動作」「速度」が遅い。［（反意）fast早い］ lateは「時

刻」「時期」が遅い。［（反意）early早い］ slow musicゆっくりした曲 in late May５月末に 

slowly（副）ゆっくり、のろのろと 

slum（名）スラム、貧民街 

small（形）小さい［（同意）little （反意）large、big、great大きい］ 

smart（形）賢い、りこうな［（同意）bright、clever］ 

smell（過去・過去分詞 smelt or smelled）（動）においをかぐ、におう  （名）におい 

smelt（動）smell（においをかぐ、におう）の過去・過去分詞 

smile（動）微笑
びしょう

する （名）微笑 

⇔ They smiled at each other.（彼らは顔を見合わせてにっこりしました） 

  参考《 laughと smile 》laughは「声を立てて笑う」で、うれしいとき、喜ばしいときに用いま

す。smileは「ほほえむ」で smile sadly（悲しげにほほえむ）、smile happily（うれしそうにほ

ほえむ）のように用います。 

smog（名）スモッグ 

smoke（名） 煙
けむり

 （動）煙を出す、たばこを吸う  →（形）smoking煙っている  （名）喫煙
きつえん

 

smoothly（副）なめらかに、するすると、スムーズに 

snack（名）軽食、おやつ 

snake（名）（動物）へび 

sneaker（名）スニーカー（複数で用いることが多い）、運動靴（米）［（同意）trainers（英）］ 

snorkel（動）シュノーケルで潜水
せんすい

する 

snow（名）雪  （動）雪が降る  snowball雪だま  snowman雪だるま   

→（形）snowy雪降りの 

⇔ We have much snow in February.（２月には雪がたくさん降ります） 

 It is snowing hard.（雪がひどく降っています） 

so（副）そう、そのとおり、そんなに、非常に  （代）そう  （接）そういうわけで 

⇔ Don’t walk so fast.（そんなに速く歩いてはいけません） 

 I am so happy to hear that.（私はそれを聞いてとてもうれしい） 

 I think so.（私はそう思います） 

 Mother was sick, so I cooked supper.（母が病気なので、私が夕食を作りました） 

so…that～（熟）たいへん…なので～ 

⇔ I’m so tired that I can’t walk and more.（私はとても疲れたので、もうこれ以上歩けませ

ん） 

so that…may(or can)～（熟）…が～する（できる）ように 

⇔ Work hard so that you can succeed.（成功するよう熱心に働きなさい） 

  参考《「…もまたそうだ」の soの用い方》 

 I’m very tired.（私はとても疲れている） So am I.（私もそうだ） 

Tom works hard.（トムは一生懸命働く） So does Ben.（ベンもそうだ） 

I saw Tom.（私はトムに会った）So did I.（私も会った） 

soap（名）せっけん 

soccer（名）サッカー 

social（形）社会の、社会に関する、社交的な 



society（名）社会、世間、協会 

sock（名）（ふつう複数 socksで）短い靴下、ソックス socksの意味で soxを用いることもある。 

 a pair of socks靴下 1足 

soft（形）やわらかい［（反意）hardかたい］ 

softball（名）ソフトボール、ソフトボール用の球
たま

 

softly（副）やわらかく、穏やかに、優しく、そっと 

solar（形）太陽の  solar cell太陽電池  solar energy太陽エネルギー  solar heat太陽熱  

solar power太陽エネルギー 

sold（動）sell（売る）の過去・過去分詞 

soldier（名）兵士、（陸軍の）軍人 

solution（名）解決法 

solve（動）（問題を）解く、解決する 

some（形）いくつかの、いくらかの、なにか（疑問文・否定文では anyを使う） 

（代）いくらか、ある人びと 

⇔ Some say he is dead.（ある人達は彼が死んだと言います） 

  for some time（熟）しばらくの間 

some day（熟）（将来の）いつか 

  参考《someと any》someは、漠然と「いくらかの」「一部の」という意味を表すときに使います。 

  ⇔ May I ask you some questions?（いくつか質問をしてもいいですか） 

    I saw some Chinese people there.（私はそこで何人かの中国人に会いました） 

    Some students agree with Tom, others disagree.（トムに同意した生徒もいれば、反対した  

       生徒もいる） 

     Would you like some coffee?（いくらかコーヒーはいかがですか） 

  anyは、「少しでも」「（どんな…でも）何か、だれか」という意味を表すときに使います。 

  ⇔ Are there any questions?（どんな質問でもいいので、何かありますか） 

    If you have any questions, ask me.（もし質問があれば私に尋ねてください） 

    I didn't see any Chinese people there.（私はそこでは全然中国人には会いませんでした） 

  《someと anyの意味の違いを確かめよう》 

  ⇔ I like some of his books.（彼の本の中に好きなものがあります） 

    I like any of his books.（彼の本はどれも好きです） 

    I don't like some of his books.（彼の本の中に好きでないものもあります） 

    I don't like any of his books.（彼の本はどれも好きではありません） 

somebody（代）だれか [（参考）単数形で扱う] 

  ⇔ Somebody is calling me.（誰かが私を呼んでいる）somebodyは someoneよりややくだけた感

じがします。ふつう somebody や someone は肯定文に使い、疑問文や否定文には、anybody や

anyoneを使います。 

⇔ There was somebody in the room.（部屋にだれかいた） 

There wasn’t anybody in the room.（部屋にはだれもいなかった） 

疑問文でも相手にたのんだり勧めたりするときにsomebodyやsomeoneを使うと丁寧な感じになり

ます。⇔ Will someone come with me?（だれか一緒に来てくれませんか） 

somehow（副）どういうわけか 

someone（代）だれか、ある人［（同意）somebody］ 

⇔ Someone must go there.（誰かがそこへ行かなければなりません） 

something（代）あるもの、何か 

⇔ I want something cold to drink.（私は何か冷たい飲み物がほしい） 

sometimes（副）ときには、ときどき 

⇔ We sometimes play tennis with them.（私たちはときどき彼らとテニスをします） 



somewhere（副）どこか、どこかに 

son（名）息子［（対）daughter娘］ ［（参考）sun（太陽）と同音］ 

song（名）歌 

soon（副）まもなく、すぐに、早く 

⇔ It will soon be spring.（もうすぐ春です） 

as soon as possible（熟）できるだけ早く 

⇔ Come back as soon as possible.（できるだけ早く帰ってきなさい） 

sore（形）痛い、ヒリヒリする 

sorry（比較級 sorrier、最上級 sorriest）（形）気の毒に思う、残念に思う（名詞の前に用いない）  

⇔ I am sorry that you are sick.（あなたがご病気だとはお気の毒です） 

sort（名）種類 ［（同意）kind］ 

sound（名）音 （動）音がする  （形）健全な 

soup（名）スープ 

sour（形）すっぱい 

source（名）源、資源 

south（名）南  （形）南の  （副）南へ［（対）north北（の、へ）   

→（形）southern南方の 

in the south of（熟）…の南部に 

South Africa（名）南アフリカ共和国（国名、首都はプレトリア Pretoria） 

southern（形）南の、南方の 

soybean（名）大豆 

soy sauce（名）しょうゆ（単に soyとも言う） 

space（名）宇宙、空間、余地  

参考《 spaceと universe 》spaceは地球の大気圏外の宇宙空間。universeは地球をはじめ、す

べての天体を含んだ全宇宙。 

spaceship（名）宇宙船 

spaghetti（名）スパゲティ 

Spain（名）スペイン（国名、首都はマドリード Madrid） 

span（名）（一定の長さの）時間 

Spanish（名）スペイン人（語）  （形）スペインの、スペイン人（語）の 

speak（過去 spoke、過去分詞 spoken）（動）話す、言う 

⇔ Please speak more slowly.（もっとゆっくり話してください） 

speak to（熟）…に話しかける 

speak with（熟）…と話をする 

  参考《 speakと say 》speakは「ことばを発する」でしゃべる動作に重点。sayは「言う」で自

分の考えを言葉で表すこと。 

speaker（名）話す人、拡声器
かくせいき

 

⇔ He is a good speaker of English.（彼は英語を話すのが上手です） 

special（形）特別の［（同意）particular （反意）general一般の］ 

speech（名）演説、談話（複数 speeches）   

make a speech（熟）演説する 

speed（名）速度   

at full speed（熟）全速力で 

spell（動）（語を）つづる 

spend（過去・過去分詞 spent）（動）（金銭を）使う、ついやす、（時を）過ごす   

⇔He spent much money on books.（彼は書物にたくさんのお金を使いました） 

spent（動）spend（ついやす）の過去・過去分詞 



spicy（形）薬味のきいた、ピリッとした 

spirit（名）精神、心、霊、元気、気力、勇気  fighting spirit闘志 

splash（名）しぶき、ざぶんという音 

spoke（動）speak（話す）の過去 

spoken（動）speak（話す）の過去分詞  （形）口で言う、話される 

spoon（名）さじ、スプーン 

  参考《spoonのいろいろ》 teaspoon小さじ  tablespoon大さじ 

sport（名）（複数形で）運動、スポーツ 

spot（名）しみ、斑点
はんてん

 

spread（動）広げる、普及させる、広める   

⇔ The news spread all over the country.（その知らせは国中に広まった） 

spring（過去 sprang or sprung、過去分詞 sprung）（動）はねる 

（名）春、泉、ばね 

square（形）正方形の、角ばった （名）正方形、四角、広場 

stadium（名）競技場、スタジアム 

staff（名）社員、職員、スタッフ 

stage（名）舞台 

stair（名）（複数形で）階段 [（同意）staircase （参考）屋外の階段は stepsを使う。］ 

stamp（名）切手、印
いん

  （動）切手を貼る 

stand（過去・過去分詞 stood）（動）立つ、立っている［（反意）sitすわる］、位置する、…にある  

（名）台   

⇔ My house stands on a hill.（私の家は丘の上にあります） 

stand up（熟）立ち上がる 

  参考「…にある」の意味の standは進行形になりません。My house is standing on a hill.（誤

り） 

stapler（名）ホチキス、［（参考）Hotchkissは商標名） 

star（名）星、（映画、劇などの）スター 

start（動）出発する［（反意）arrive到着する］、始まる、始める［（同意）begin］   

（名）出発、開始 

⇔ He started for Kyoto this morning.（彼は今朝京都へ向かって出発しました）   

 The children started singing.（子どもたちは歌い始めました） 

starvation（名）飢餓
き が

、ききん 

starve（動）飢える、飢え死にする 

state（名）国家、（米国の）州、状態  （動）述べる、公表する 

station（名）駅、（官庁などの）署、局  a police station警察署  a radio station放送局 

statue（名）像、彫像  the Stature of Liberty自由の女神像 

stay（動）とどまる、滞在する  （名）滞在 

stay (at) home（熟）家にいる 

steak（名）ステーキ 

steal（過去 stole、過去分詞 stolen）（動）盗む、こっそり…する、そっと行く 

⇔ I had my watch stolen.（私は時計を盗まれました） 

steam（名）蒸気  （動）蒸気を出す、蒸気で進む  

steep（形）急な、険しい 

step（過去・過去分詞 stepped）（現在分詞 stepping）（動）歩む［（同意）walk］ 

（名）一歩、（屋外の階段の）段、進歩 



step by step（熟）一歩一歩 

⇔ Watch your step.（足元に気をつけてください） 

stew（名）シチュー 

stick（過去・過去分詞 stuck）（動）突き刺す  （名）ステッキ、棒切れ  

sticker（名）ステッカー、シール 

still（副）まだ、それでもなお （形）静かな［（同意）quiet］ 

⇔ He is still sleeping.（彼はまだ眠っています） 

 It was a still night.（静かな夜でした） 

Stockholm（名）ストックホルム（スウェーデンの首都） 

stocking（名）（複数で）ストッキング、長い靴下［（対）socks短い靴下］ 

a pair of stockingsストッキング１足 

stole（動）steal（盗む）の過去 

stolen（動）steal（盗む）の過去分詞 

stomach（名）胃 

stomachache（名）胃痛、腹痛   

⇔ I have a slight stomacheche.（胃が少し痛いです） 

stone（名）石、石材 

stood（動）stand（立つ）の過去・過去分詞 

stop（過去・過去分詞 stopped）（現在分詞 stopping）（動）とめる、とまる、中止する  

（名）停留所、停止 

⇔ Suddenly they stopped talking.（急に彼らはしゃべるのをやめました） 

  参考《stop …ingと stop to …の意味のちがい》 

⇔ They stopped talking.（話すのをやめた） 

⇔ They stopped to talk.（話すために立ち止まった） 

store（名）店、 貯
たくわ

え  （動）貯える 

storm（名）嵐 

→（形）stormy嵐の 

story（名）物語、話、（家の）階 （複数 stories）   

⇔ He told us an interesting story.（彼は私たちにおもしろい話をしました） 

stove（名）（料理）コンロ［（同意）cooker（英）］ 

light a stove（熟）コンロに火をつける 

   参考 暖房の意味のストーブには heaterを用いる。 

straight（形）まっすぐな、正直な （副）まっすぐに、正直に   

⇔ Ben came straight home from school.（ベンは学校から真っすぐ家に帰りました） 

strange（形）不思議な、未知の、不案内の 

⇔ I think it starange.（私はそれを変だと思います） 

stranger（名）見知らぬ人、外国人 

straw（名）わら、麦わら 

strawberry（名）いちご （複数 strawberries） 

stream（名）流れ、小川 （動）流れる 

streamlined（形）流線型の 

street（名）街路、通り、…街 

⇔ He was walking along the street.（彼は通りを歩いていました） 

strength（名）強さ、力 

stress（名）ストレス、強調 

strict（形）厳しい、厳密な 

strike（過去・過去分詞 stuck）（動）打つ、突き当たる［（同意）hit］ 



 （名）打撃、（野球の）ストライク  

⇔ He struck me on the head.（彼は私の頭を殴りました） 

  参考 《 strikeと hitと knock 》strikeと hitは手、または手に持ったものでねらい打つこと。

knockはこぶし、または堅いものでたたくことを意味します。 

stroller（名）ベビーカー（米） 

strong（形）強い、じょうぶな［（反意）weak弱い］、すぐれた、（お茶やコーヒーなどの）濃い 

⇔ Tom is strong in mathematics.（トムは数学が得意です） 

struck（動）strike（打つ）の過去・過去分詞 

student（名）学生、研究者 

studio（名）スタジオ、アトリエ （複数 studios） 

study（過去・過去分詞 studied）（三単現 studies）（動）学ぶ、勉強する 

 （名）勉強、書斎
しょさい

（複数 studies） 

stuffed animal（名）（動物の）ぬいぐるみ（米）［（同意）soft toy（英）］ 

stupid（形）おろかな、ばかな［（同意）foolish、silly］ 

style（名）（服装などの）スタイル、（流行の）型、様式 

subject（名）主題、学科、（文法）主語 

suburb（名）（大都市の）郊外、近郊（the suburbsで）郊外全体、 

⇔ We live in the suburbs of Tokyo.（私たちは東京の郊外に住んでいます） 

subway（名）地下鉄（米）［（同意）undergroundまたは tube（英）］、地下道（英） 

succeed（動）成功する［（反意）fail失敗する］ 

success（名）成功 （複数 successes）  →（形）successful成功した 

such（形）そのような、このような、たいそう 

⇔ Such a boy is loved by everyone.（そのような少年はだれからも愛されます） 

such as（熟）たとえば…のような 

such…as～（熟）～のような… 

such …that～（熟）たいそう…なので～ 

⇔ She is such a kind girl that we like her.（彼女はとても親切な少女なので、私たちは彼

女が好きです） 

  参考《 such…that～と so…that～ 》「とても…なので～である」と両者とも意味は同じですが、

suchのあとには名詞（句）が続き、soのあとには形容詞・副詞が続きます。 

suddenly（副）とつぜん、急に  →（形）suddenとつぜんの 

suffer（動）悩む、苦しむ、（苦痛や損害を）受ける 

sugar（名）砂糖 

sugarcane（名）（植物）さとうきび 

suggest（動）…を提案する 

suggestion（名）提案 

suit（名）（衣服の）一着、ひとそろい、衣服 

suitcase（名）旅行かばん、スーツケース 

summer（名）夏 （形）夏の［（対）winter冬（の）］ 

summit（名）頂上、頂点、（先進国間の）首脳サミット［（同意）top,  peak］ 

sun（名）太陽、日光、ひなた  →（形）sunny日当たりのよい、陽気な 

Sunday（名）日曜日（Sun. と略す） 

sung（動）sing（歌う）の過去分詞 

sunk（動）sink（沈む）の過去分詞 

sunlight（名）日光［（同意）sunshine］ 

sunny（形）日当たりのよい、晴れた、快活な、陽気な 

sunrise（名）日の出 



sunset（名）日没、日没の光景、日暮れ時 

sunshine（名）日光、晴天［（同意）sunlight］ 

supermarket（名）スーパーマーケット ［（参考）日本語のようにスーパーとは略さない］ 

supply（動）物を人などに供給する、あたえる supply＋物＋to＋人など、 

supply＋人など＋with＋物 （名）供給［（反意）demand需要］ 

supper（名）夕食 

support（動）…を支える、…を支持する、…を養う 

suppose（動）想像する、思う、仮定する   

⇔ I suppose him (to be) kind.（私は彼が親切だと思います） 

sure（形）確かな［（同意）certain］、…を確信する、かならず…  →（副）surely確かに 

make sure of …（熟）…を確かめる 

(be) sure of（熟）…を確信している 

(be) sure to（熟）必ず…する 

⇔ He is sure to come.（彼は必ず来ます） 

to be sure（熟）いかにも、なるほど 

surely（比較級 more surely、最上級 most surely）（副）確かに、必ず［（同意）certainly］、確実

に、もちろん 

surf（動）サーフィンをする、波乗りをする surf the Net（インターネットで）あちこちのサイト

を見て回る 

surface（名）表面、うわべ 

surprise（動）驚かす  （名）驚き、驚かすもの（こと） 

⇔ His sudden visit surprised me.（彼の突然の訪問は私をびっくりさせました） 

 I have a surprise for you.（あなたをびっくりさせるものがあります） 

(be) surprised（熟）驚く 

⇔ I was surprised at the news.（私はその知らせを聞いて驚きました） 

  to one’s surprise（熟）驚いたことには   

⇔ To my surprise, her dog was dead.（驚いたことには、彼女の犬は死んでいました） 

  参考《be surprised at ( or  to, that ) …》I am surprised at the news.（名詞） I am surprised 

to hear the news.（不定詞） I am surprised that you don’t know it.（節） 

surprised（形）驚いた  

⇔ She was surprised to hear the news.（彼女はその知らせを聞いて驚いた） 

surprising（形）驚くべき、意外な ［（参考） a surprising actor（観衆を）びっくりさせるよう

な役者 a surprised actorびっくりした役者］ 

surround（動）…を囲む ⇔ He was surrounded by strangers.（彼は見知らぬ人に囲まれた） 

survey（名）概説、調査 （動）…を見渡す、…を調査する 

survival（名）生き残ること、（形容詞的に）生き残るための 

survive（動）生き残る 

survivor（名）生存者 

swallow（名）（鳥）ツバメ 

swam（動）swim（泳ぐ）の過去 

swan（名）（鳥）白鳥 

sweater（名）セーター 

Sweden（名）スウェーデン（国名、首都はストックホルム Stockholm） 

sweep（動）…を掃く、掃除する 

sweet（形）甘い［（対）bitterにがい、sourすっぱい］、味のよい、快い 

swim（過去 swam、過去分詞 swum）（現在分詞 swimming）（動）泳ぐ  （名）泳ぎ 

⇔ I swam across the river.（私は川を泳いで渡りました） 

go for a swim（熟）泳ぎに行く 



⇔ They went for a swim after school.（彼らは放課後、泳ぎに行きました） 

go swimming（熟）泳ぎに行く 

have a swim（熟）ひと泳ぎする、泳ぐ 

⇔ Let’s have a swim in the pool.（プールでひと泳ぎしましょう） 

swimmer（名）泳ぎ手、泳ぐ人 

⇔ He is a good (poor) swimmer.（彼は泳ぎが上手い（へた）です） 

swimming（名）水泳  swimming pool水泳プール 

⇔ The boys went swimming yesterday.（少年たちはきのう、泳ぎに行きました）  

swing（動）揺れる、揺らす （名）ブランコ 

switch（動）（電気の）スイッチをひねる、（電気の）スイッチを切り換える 

（名）（電気器具の）スイッチ 

switch on（熟）スイッチを入れる 

switch off（熟）スイッチを切る 

Switzerland（名）スイス（国名、首都はベルン Bern） 

sword（名） 剣
つるぎ

、けん 

swum（動）swim（泳ぐ）の過去分詞 

Sydney（名）シドニー（オーストラリア南東部の大都市） 

symbol（名）象徴、シンボル 

system（名）組織、制度、方法、システム 

 

T 

table（名）テーブル、食卓 

(be) at table（熟）食事中で 

⇔ They were at table when we called.（私たちが訪問した時、彼らは食事中でした） 

table tennis（名）（スポーツ）卓球［（同意）ping-pong］ 

taco（名）タコス 

tail（名）（動物の）尾、しっぽ 

take（過去 took、過去分詞 taken）（動）とる、連れて行く、持って行く、食べる［（同意）eat］、乗

る［（同意）get on］、（時間が）かかる 

take away（熟）…を取り去る 

take back（熟）…を取り戻す 

take (or catch) a cold（熟）かぜをひく 

take off（熟）ぬぐ 

  参考《 takeと bring 》takeは現在の地点からはなれたところに「持って行く、連れて行く」で

bringは離れたところから「持って来る、連れて来る」の意です。 

taken（動）take（手に取る）の過去分詞 

talk（動）話す、しゃべる （名）話 

⇔ They are talking to each other.（彼らは互いに話し合っています） 

talk about(or of)（熟）…について話す 

talk to（熟）…に話しかける 

⇔ May I talk to you?（あなたとお話してもよいですか） 

have a talk（熟）話をする 

tall（形）背の高い［（反意）short背の低い］  

参考《 tall と high 》人、動物などの背丈が「高い」というときは tall、山、物の価格、声な

どが「高い」というときには highを用います。 

tap（動）（手足・指・鉛筆など）をコツコツと音を立てて打ちつける  



（名）（水道などの）蛇口
じゃぐち

、栓
せん

   tap water水道水 

tape（名）テープ、接着テープ、録音テープ 

task（名）仕事、すべきこと、つとめ、任務 

taste（名）味、趣味  （動）味を見る、味わう、飲む、（少し）食べる、味がする 

taught（動）teach（教える）の過去、過去分詞 

tax（名）税金（複数 taxes） （動）税金をかける 

taxi（名）タクシー 

tea（名）茶  a cup of tea紅茶１杯 ［（参考）］（店で紅茶を２つ注文する時は）two cups of tea

より two teasの方がふつうです。 

teach（過去・過去分詞 taught）（三単現 teaches）（動）教える［（反意）learn習う］ 

teacher（名）教師、先生 

team（名）（競技の）チーム、（仕事などの）組 

teammate（名）チームメイト 

teamwork（名）共同作業 

tear（名）（複数で）涙  ［（参考）］tear（破る）の発音との違いに注意。 

⇔ Her eyes were full of tears.（彼女の目は涙でいっぱいでした） 

tear（過去 tore、過去分詞 torn）（動）…を引き裂く、破る、破れる ［（参考）］tear（涙）の発音

と違いに注意。 

technique（名）技術、技巧、テクニック 

technology（名）科学技術、テクノロジー 

teeth（名）tooth（歯）の複数形 

telephone（名）電話、電話機  （動）電話をかける 

by telephone（熟）電話で 

talk on (or over) the telephone（熟）電話で話をする  

telescope（名）望遠鏡 

television（名）テレビ（略）TV 

⇔ Do you like to watch television?（テレビを見るのが好きですか） 

tell（過去・過去分詞 told）（動）話す、言う、告げる、命ずる 

⇔ I will tell you a story.（あなたにお話をしましょう） 

 Don’t tell a lie.（うそを言うな） 

  参考《 say と tell 》say は自分の考えを言葉に表して「言う」、tell はことがらの意味や内容

を「伝える」という気持ちの強い語です。 

temper（名）気分、きげん、気質、かんしゃく 

⇔ She is in a good(bad) temper.（彼女は今日
き ょ う

機嫌
き げ ん

がいい（悪い）ね） 

lose one’s temper（熟）かんしゃくを起こす  

temperature（名）温度、気温、体温 

⇔ She took his temperature.（彼女は、彼の体温を計りました） 

temple（名）神殿、寺院 （the）Horyuji Temple法隆寺 

ten（名）10、10時、10才  （形）10の 

tennis（名）テニス 

tent（名）テント 

tenth（名）第 10、10番目、（月の）10日、10分の 1  （形）第 10の、10分の 1の 

terrible（比較級 more terrible、最上級 most terrible）（形）おそろしい、ひどい 

terror（名）恐怖、恐ろしい物（人、こと） 

test（名）試験［（同意）examination］、テスト  （動）試験する   

⇔ We had a test in mathematics.（私たちは数学のテストを受けました） 



textbook（名）教科書 

Thailand（名）タイ（国名、首都はバンコク Bangkok） 

than（接）（比較級＋thanで）…より   

would rather…than～（熟）～よりもむしろ…したい 

⇔ I would rather sleep than eat.（私は食べるよりもむしろ眠りたい） 

thank（動）感謝する、礼を言う  （名）（複数で）感謝 

⇔ Thank you very much for your letter.（おたよりどうもありがとう） 

 No, thank you.（いや、けっこうです） 

Thanksgiving Day（名）感謝祭 ［（参考）アメリカ合衆国の祝日のひとつ。11月の第４木曜日］ 

that（代）あれは、それは、あれを、それを（複数 those）、（関係代名詞）…するところの 

（形）あの、その （接）…という（こと） 

⇔ This is mine. That is yours.（これはぼくのです。あれが君のです） 

 This is all that I have to do now.（これが私が今しなければならぬすべてです） 

 He said that he would come.（彼は来ると言いました） 

that’ll that willの短縮形 

that’s that is の短縮形 

the（冠）（定冠詞）（決まっているもの、それとわかるものにつけて）その、あの、（海・川など固有

名詞につける）、（単数名詞につけてその種類全体を表す）、（形容詞の最上級につける） 

（副）（形容詞の比較級につける、the…er、the～erの形で）…すればするほどますます～ 

⇔ Who is the boy running over there?（向こうを走っている少年はだれですか） 

 The sun is larger than the moon.（太陽は月よりも大きい） 

 The horse is a useful animal.（馬は有用な動物です） 

 Jack is the fastest runner of all.（ジャックはみんなの中でいちばん早い走者です） 

  参考《 the＋固有名詞 》the Seine（セーヌ川）、the Alps（アルプス山脈）、the Pacific Ocean

（太平洋）、the Times（タイムズ）（新聞名）のように用います。 

theater, theatre（英）（名）劇場 

their（代）（theyの所有格、his、her、itsの複数）彼らの、彼女らの、それらの 

theirs（代）（theyの所有代名詞、his、hers、itsの複数）彼ら（彼女ら、それら）のもの 

them（代）（theyの目的格、him、her、itの複数）彼らを（に）、彼女らを（に）、それらを（に） 

themselves（代）（himself、herself、itselfの複数）彼ら（彼女ら）みずから 

then（副）そのときに、それから、それでは 

⇔ I was still a child then.（そのとき私はまだ子どもでした） 

therapy（名）療法（治療法）、セラピー 

there（副）そこに（で）、そこへ［（対）hereここに］ 

⇔ I went there for a swim.（私は泳ぎにそこへ行きました） 

 There are some apples on the table.（テーブルの上にいくつかりんごがあります） 

therefore（副）だから、それゆえ 

there’s there isの短縮形 

these（代）（thisの複数）これらは、これらを、これらに  （形）これらの 

they（代）（he, she、itの複数形）彼らは（が）、彼女らは（が）、それらは（が）、人びと［（同意）

people］  

⇔ They speak English in Australia.（オーストラリアでは（人びとは）英語を話す） 

  参考 they 彼らは（が）― their 彼らの ― them 彼らを（に）― theirs 彼らのもの ― 

themselves彼ら自身 

they'd they wouldの短縮形 

they'll they willの短縮形 

they’re they areの短縮形 

they’ve they haveの短縮形 



thick（形）厚い、太い、濃い、密集した、しげった［（反意）thin薄い、細い］ 

thin（比較級 thinner、最上級 thinnest）（形）薄い、細い［（反意）thick厚い、太い］、やせた［（反

意）fat太った］ 

thing（名）物、こと 

think（過去・過去分詞 thought）（動）考える、思う、…と思う 

→（名）thinking、thought思考、思想 

think about（熟）…について考える 

think of（熟）…のことを考える、思いつく、思い出す 

⇔ I thought of a good plan.（私はよい計画を思いつきました） 

  参考《「…でないと思う」の言い方》「彼は幸福でないと思う」 

I don’t think he is happy.（正しい） I think he is not happy.（誤り） 

third（名）第３、３番目、（月の）３日（３rdと略す）、３分の１、（野球の）３塁  

（形）第３の、３分の１の 

thirsty（比較級 thirstier、最上級 thirstiest）（形）のどが渇いた、（土地などの）乾燥した 

thirteen（名）13、13才  （形）13の 

thirteenth（名）（theをつけて）第 13、13番目、13分の１  （形）第 13の、13番目の 

thirtieth（名）（theをつけて）第 30、30番目、（月の）30日、30分の１  （形）第 30の、30分

の１の 

thirty（名）30、30 才、（複数形にして）（年齢が）30 代、（世紀の）30 年代  （形）30 の、30 才

の 

this（代）これは （形）この（複数 these） 

like this（熟）このような（に） 

this morning（熟）今朝 

this week (or month, year)（熟）今週（月、年） 

those（代）（that の複数）それらは、あれらは、それらを（に）、あれらを（に）、（関係代名詞 who

の先行詞となって）（…する、するところの）人びと） 

（形）（名詞の前にだけ用いる）それらの 

though（接）…だけれども、たとえ…でも  （副）けれども 

⇔ Though it was dark, he went out.（暗かったけれども、彼は出かけました） 

  参考 though（…だけれども）以下の節は短縮されることがあります。 

⇔ Though (he is) young, he is wise.（若いけれども彼は賢い） 

thought（動）think（考える）の過去・過去分詞  （名）思考（力）、考え、考えていること 

thousand（名）1000 ［（参考）数詞の後では複数形をとらない］  （形）1000の  

⇔ Thousands of people visit the city.（何千という人びとがその市を訪れます） 

three（名）３、３才、３時  （形）３の、３才の 

threw（動）throw（投げる）の過去 

throat（名）のど 

  ⇔ I have a sore throat.（私はのどが痛い） 

through（前）…をとおして、…じゅう、…によって  （副）つらぬいて、通して 

（形）通しの、直通の  

⇔ The river runs through the town.（川は町をつらぬいて流れています） 

 I finished the work through his help.（彼の助力によって、私はその仕事を仕上げました） 

throw（過去 threw、過去分詞 thrown）（動）投げる （名）投げること   

⇔ He threw a stone at the dog.（彼はその犬に石を投げつけました） 

thrown（動）throw（投げる）の過去分詞 

Thursday（名）木曜日（Thur(s).と略す） 

ticket（名）切符、乗車券 

tie（動）結ぶ、しばる  （名）ネクタイ、結び目、（運動）同点 



tiger（名）（動物）とら 

tightly（副）しっかりと 

till（前）…まで （接）…するまで［（同意）until］ 

⇔ I’ll stay here till next Sunday.（私は次の日曜日までここにいます） 

time（名）時
とき

、時間、時刻、期間、時代、ひま、…度（回）、…倍 

⇔ Time is money.（時は金
かね

なり） 

 What time is it now? （いま何時ですか） 

 I have no time for reading.（私は読書の時間がありません） 

 This fish is three times as big as that one.（この魚はあの魚の３倍の大きさです）   

at a time（熟）一度に 

at that time（熟）そのとき 

at the same time（熟）同時に 

for a long time（熟）長い間 

for the first (last) time（熟）初めて（最後に） 

have a good time（熟）楽しい時を過ごす 

  参考《 timeと o’clockと hour 》timeは What time …？と時刻を聞く場合の「…時」。o’clock

は時計が示す「…時」。hourは 60分、つまり「１時間」のこと。 

tiny（形）とても小さい、ちっちゃな、ちっぽけな 

tip（名）先、先端［（同意）point］、チップ、心づけ、頂上［（同意）top］ 

tired（形）疲れて、飽きて 

(be) tired of（熟）…に飽きる 

(be) tired with（熟）…で疲れる 

⇔ I am tired with walking.（私は歩き疲れました） 

to（前）…に（へ）、…まで、…に対して、…のために、（不定詞として）…すること、…すべき、…

するために、（疑問詞＋不定詞で）何を（どこで、いつ）…したらよいか、（have＋不定詞で）…

しなければならない［（同意）must］ 

⇔ Please tell me how to use it.（その使い方を教えてください） 

 I have to do it at once.（私はすぐそれをしなければなりません） 

toast（名）トースト 

today（名）（副）今日［（対）yesterdayきのう］、現代（では） 

⇔ What day of the week is it today?（今日は何曜日ですか） 

toe（名）足の指、つま先 

together（副）いっしょに、続けて 

all together（熟）みんないっしょに 

⇔ Let’s sing all together.（みんないっしょに歌いましょう） 

toilet（名）化粧室、洗面所、トイレ、便器 

told（動）tell（話す）の過去・過去分詞 

tomato（名）（植物）トマト（複数 tomatoes） 

tomorrow（名）（副）あした、あす 

the day after tomorrow（熟）明後日、あさって 

tongue（名）舌、国語、ことば 

tonight（名）（副）今夜 

too（副）…もまた［（同意）also］、あまりに…すぎる、たいへん［（同意）very］ 

⇔ I will go there, too.（私もそこへ行きましょう） 

too…to～（熟）あまり…で～できない 

⇔ These shoes are too small to wear.（この靴は小さすぎてはけません） 



  参考《 tooと either 》どちらも「…もまた」を表すが、tooは肯定文に、eitherは否定文に用

います。 ⇔ I won’t go there, either.（私もそこへ行きません） 

took（動）take（取る、とらえる）の過去 

tool（名）道具、工具 

tooth（名）歯（複数 teeth） 

toothache（名）歯痛、歯の痛み 

toothbrush（名）歯ブラシ 

top（名）頂上、上部  （形）頂上の、最高の  （名）こま 

spin a top（熟）こまを回す 

from top to bottom（熟）すっかり 

from top to toe（熟）頭のてっぺんからつま先まで、すっかり 

on the top of（熟）…の上に 

⇔ He is at the top of his class.（彼はクラスのトップです） 

topic（名）話題、トピック 

torch（名）たいまつ 

tornado（名）竜巻 

tortoise（名）（動物）（陸上・淡水の）亀
かめ

［（対）turtle海がめ］ 

total（名）合計   

in total（熟）合計で 

touch（三単現 touches）（動）触れる、さわる  （名）接触、手ざわり 

⇔ Don’t touch the wall.（壁に手を触れるな） 

tough（形）困難な 

tour（名）旅行 

  参考《 trip, journey, tour, travel, voyageのちがい 》tripは比較的短い旅行で、帰ってく

ることが暗示されている。journeyは比較的長い陸路の旅で、必ずしも帰ってくるとは限らない。

tourは主に観光や視察目的で名所などをめぐる旅。travelはもともと外国への旅行をさしていた

が、今では一般的な旅行を表す。voyageは船の旅や宇宙旅行に使われる。 

tourist（名）旅行者、観光客 

tournament（名）勝ち抜き戦、トーナメント 

toward（前）・・・の方へ、…にむかって、…ごろ、…に対して   

⇔ He was walking toward the town.（彼は町の方へ歩いていました） 

towel（名）タオル 

tower（名）塔
とう

 

town（名）町、都会、（冠詞をつけないで）首都、地方の中心的な町 

⇔ Do you want to live in a town?（あなたは都会に住みたいですか） 

 He went up to town.（彼は上京しました） 

  参考《 townの大きさ 》townは cityよりは小さいが、village（村）よりは大きく、「いなか」

に対して「町」というときに用います。city＞town＞villageの順。 

toy（名）おもちゃ 

track（名）線路、通り道  track and field（スポーツ）陸上競技 

trade（名）職業、仕事、商売する、取引する   

trade with（熟）（人が）…と貿易する、取引する   

trade for（熟）（商品を）売買する、下取りしてもらう 

tradition（名）伝統、伝説 

traditional（形）伝統的な、伝説の 

traffic（名）交通  traffic jam交通渋滞  traffic light交通信号 



tragedy（名）悲劇、悲しい出来事［（反意）comedy喜劇］ 

train（名）電車、列車 （動）訓練する、しつける  →（名）training訓練   

⇔ The dog is well trained by him.（その犬は彼によってよく訓練されています）  

trainee（名）実習生、研修生 ［（対）trainer指導者］ 

trainer（名）トレーナー、訓練する人、調教師 ［（対）trainee実習生］ ［（参考）衣服のトレー

ナーは sweat shirt］ 

translate（動）訳す、翻訳する 

transportation（名）輸送機関 

trash（名）ゴミ、ゴミくず  trash canゴミ入れ 

travel（名）旅行  （動）旅行する  →（名）traveler（旅行者） 

  参考《 trip, journey, tour, travel, voyageのちがい 》tripは比較的短い旅行で、帰ってく

ることが暗示されている。journeyは比較的長い陸路の旅で、必ずしも帰ってくるとは限らない。

tourは主に観光や視察目的で名所などをめぐる旅。travelはもともと外国への旅行をさしていた

が、今では一般的な旅行を表す。voyageは船の旅や宇宙旅行に使われる。 

tray（名）盆、浅い皿、トレー 

treasure（名）宝、財宝  （動）だいじにする 

treat（動）待遇する、治療する、おごる 

tree（名）木、樹木 

tremble（動）震える、身震いする、（木の葉が）そよぐ 

trick（名）手品、芸当、悪だくみ、策略、いたずら、コツ、秘訣  （動）だます 

tried（動）try（…を試す）の過去・過去分詞 

trip（名）小旅行   

go on a trip（熟）旅行に出かける 

make a trip（熟）旅行する 

参考《 trip, journey, tour, travel, voyageのちがい 》tripは比較的短い旅行で、帰ってく

ることが暗示されている。journeyは比較的長い陸路の旅で、必ずしも帰ってくるとは限らない。

tourは主に観光や視察目的で名所などをめぐる旅。travelはもともと外国への旅行をさしていた

が、今では一般的な旅行を表す。voyageは船の旅や宇宙旅行に使われる。 

tropical rain forest（名）熱帯雨林 

trouble（名）心配、苦労、めんどう、迷惑  （動）悩ます［（同意）bother］ 

⇔ I won’t trouble you any more.（もうこれ以上はご迷惑をかけません） 

(be)in trouble（熟）困っている 

trousers（名）（複数で）ズボン［（同意）pants（米）］ 

truck（名）貨物自動車、トラック（米）［（同意）lorry（英）］ 

true（比較級 truer、最上級 truest）（形）真実の、本当の  →（副）truly本当に 

→（名）真実 

⇔ This is a true story.（これは本当の話です） 

trumpet（名）（楽器）トランペット 

trunk（名）（象の）鼻、（木の）幹 

trust（動）…を信じる 

truth（名）真実、事実、真理 

try（過去・過去分詞 tried）（三単現 tries）（動） 試
こころ

みる、やってみる、努力する 

（名）試み（複数 tries） 

⇔ I tried to swim across the river.（私はその川を泳いで渡ろうとしました） 

T-shirt（名）Tシャツ 

tube（名）管、theをつけてロンドンの地下鉄（英）［（同意）underground（英）、subway（米）］ 

Tuesday（名）火曜日（Tues.と略す） 



tug-of-war（名）綱引き 

tulip（名）（植物）チューリップ 

tuna（名）まぐろ 

tundra（名）ツンドラ 

tunnel（名）トンネル 

turkey（名）（鳥）七面鳥  Turkeyトルコ（国名、首都はアンカラ Ankara） 

turn（動）回転する、まわす、変える、変わる  （名）回転、順番 

turn on (off )（熟）（テレビ、電灯などを）つける（消す） 

turning（名）曲がり角、回転 

turtle（名）海がめ［（対）tortoise陸かめ］ 

TV（名）テレビ（番組） 

  on TV（熟）テレビで （略）television  

twelfth（名）第 12、12番目、12日（12thと略す） 

twelve（名）12、12才、12時  （形）12の 

twentieth（名）第 20、20番目、20日 20分の 1  （形）第 20の 

twenty（名）20、20才、20個  （形）20の 

twice（副）２度、２倍 

⇔ My uncle is twice as old as I am.（私のおじさんは私の２倍の年齢です）  

参考《「…度」の言い方》「1度」→ once、「２度」→ twice、「３度」→ three times、これ以上

にはすべて …timesをつけて表します。 

twin（名）ふたごのうちの一人 ［（参考）twinsで双子）  

two（名）２、２才、２時  （形）ふたつの 

type（名）型、様式、典型、見本、活字 

typical（形）典型的な、特有の 

 

U 

ugly（形）みにくい、いやな 

umbrella（名）雨傘、こうもりがさ 

uncle（名）おじ［（対）auntおば］ 

unclean（形）汚い、不潔な 

under（前）…の下に［（反意）over…の上に］   

⇔ A lady is sitting under a tree.（ひとりの婦人が木の下にすわっています） 

understand（過去・過去分詞 understood）（動）理解する、わかる 

understood  understand（理解する）の過去・過去分詞  

unfair（形）不公平な、不当な 

unfortunate（形）不運な、不幸な  →（副）unfortunately運悪く、あいにく、残念ながら 

unhappy（比較級 unhappier、最上級 unhappiest）（形）不幸な、不運な ［（反意）happy幸福な］ 

UNICEF（名）ユニセフ（国際連合児童基金）（略）the United Nations International Children’s 

Emergency Fund 

unicycle（名）一輪車 

uniform（名）制服、ユニフォーム 

unique（形）独特の、独自の 

united（形）結ばれた、団結した、連合した 

United Kingdom（名）連合王国、イギリス（国名、首都はロンドン London） 

［（略）UK・U.K.］ 正式名は the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland（グ

レートブリテンおよび北アイルランド連合王国） 

United Nations（名）国際連合 （theをつけて）the United Nations（略）U.N.・UN 

United States （ of America）（名）（theをつけて）アメリカ合衆国（国名、首都はワシントン Washington, 



D.C.） （略）USA・US・U.S.A.  

universal（形）普遍的な 

universe（名）宇宙、（the universeで）全世界 

参考《 spaceと universe 》spaceは地球の大気圏外の宇宙空間。universeは地球をはじめ、す

べての天体を含んだ全宇宙。 

university（名）総合大学、大学 ［（対）college単科大学］（複数 universities） 

unlucky（形）不運な 

until（前）…まで ［（同意）to、till］  （接）…するときまで 

⇔ Stay here until you are well.（よくなるまでここにいなさい） 

up（副）上へ、上に ［（反意）down下に］、上って、起きて  （前）…の上へ 

⇔ We climbed up the mountain.（私たちはその山に登りました） 

 up to（熟）…まで 

参考《 up と down 》up は上方への運動を示し、しばしば運動を表す動詞と共に用いられます。

downは下方への運動を示します。 

upon（前）…の上に ［（同意）on］ 

upper（形）上の方の、上位の［（対）lower下の方の］ 

upset（形）気が動転した、うろたえた  （動）…をひっくり返す、動揺させる 

upside（名）上部、上側 

upside down（熟）さかさまに 

upstairs（副）２階へ（で）、階上へ（で）  （形）階上の   

（名）階上［（反意）downstairs階下へ］ 

⇔ Let's go upstairs.（２階へ行こう） 

us（代）（weの目的格）私たちを（に） 

use（三単現 uses）（現在分詞 using）（動）使用する、利用する  （名）使用、利用 

(be)（of）no use（熟）役に立たない 

(be) of use（熟）役に立つ 

used（形）なれて （動）よく…したものだ 

get (or  become) used to （熟）…に慣れる 

⇔ I soon got used to the plane.（私はじきに飛行機に慣れました） 

useful（形）役に立つ、有用な ［（反意）useless役に立たない］ 

user（名）使用者、利用者 

usual（形）いつもの、常の 

⇔ I left home earlier than usual.（私はいつもより早く家を出ました） 

usually（副）ふつうは、通例 

⇔ I usually get up at six.（私はふつう６時に起きます） 

  参考 《 usuallyの位置 》usually（ほかに always、often、sometimesなど）は、ふつう動詞の

前におきます。ただし be動詞と助動詞を含む文ではあとになります。 

⇔ I usually sleep in this room.（私はたいていこの部屋で寝ます） 

 

V 

vacation（名）休暇、休日（米） 

vacuum（名）電気掃除機 

valley（名）谷、谷間、［（同意）canyon深い渓谷、（大河の）流域、 the Mississippi Valleyミシ

シッピ川流域 

valuable（形）貴重な、高価な 

value（名）価値 

variety（名）多様性 

various（形）いろいろな、種々の、さまざまの 



vase（名）花びん 

vast（名）広大な 

vegetable（名）野菜、植物 

vending machine（名）自動販売機 

Venus（名）（天文）金星 

very（副）非常に、たいそう 

vet（名）獣医 （略）veterinarian（米）、veterinary（英） 

victim（名）犠牲者 

victory（名）勝利［（反意）defeat敗北（同意）triumph）］（複数 victories） 

video（名）ビデオ ビデオテープ 

 video game（熟）テレビゲーム 

Vietnam, Viet Nam（名）ベトナム（国名、首都はハノイ Hanoi） 

view（名）ながめ、景色 

viewer（名）視聴者 

village（名）村 

  参考《 townの大きさ 》townは cityよりは小さいが、village（村）よりは大きく、「いなか」

に対して「町」というときに用います。city＞town＞villageの順。 

violence（名）暴力 

violent（形）激しい、猛烈な、乱暴な 

violin（名）（楽器）バイオリン 

virus（名）ウイルス 

visa（名）ビザ、査証 

visit（動）訪問する、たずねる  （名）訪問 見物 

⇔ I visited my uncle in hospital.（私は入院中のおじを見舞いました） 

参考「…を訪問する」は visit…で、前置詞は不要です。 

⇔ I visited Nara.（toはいらない）（私は奈良を訪れました） 

visitor（名）訪問者、来客、見物客 

vitamin（名）ビタミン 

vivid（形）鮮やかな、生き生きとした 

voice（名）声   

in a loud voice（熟）大声で 

volcano（名）火山  active volcano活火山 

volleyball（名）バレーボール 

volume（名）（書物の）巻、冊 

volunteer（名）ボランティア、志願者 

voyage（名）航海、船旅、空の旅 

  参考《 trip, journey, tour, travel, voyageのちがい 》tripは比較的短い旅行で、帰ってく

ることが暗示されている。journeyは比較的長い陸路の旅で、必ずしも帰ってくるとは限らない。

tourは主に観光や視察目的で名所などをめぐる旅。travelはもともと外国への旅行をさしていた

が、今では一般的な旅行を表す。voyageは船の旅や宇宙旅行に使われる。 

vs.（前）…対 （略）versus the England vs. Scotland football matchイングランド対スコット

ランドのサッカーの試合 

 

W 

wait（動）待つ、給仕する  

⇔ Wait a moment  ( or minute ).（ちょっとお待ちください） 

wait for（熟）…を待つ  

⇔ I am waiting for your letter.（お手紙をお待ちしています） 



waiter（名）男性給仕、ウエイター［（対）waitressウエイトレス］ 

wake（過去 waked or woke、過去分詞 waked or woken）（動）目をさます［（反意）sleep眠る］、起き

る、起こす   

wake up（熟）…を起こす、起きる 

walk（動）歩く  （名）散歩  

go for a walk（熟）散歩に出かける 

⇔ Do you often go for a walk?（あなたはよく散歩に行きますか） 

take (or have)a walk（熟）散歩する 

⇔ I take a walk every morning.（私は毎朝散歩します） 

参考《「歩いて５分」の言い方》The school is only five minutes' walk from here.（学校はこ

こから歩いてわずか５分です） 

walking（名）歩くこと 

wall（名）壁、へい 

wallet（名）札入れ、さいふ 

want（動）欲する、…がほしい、…したい  （名）不足 

⇔ I want you to help me.（私はあなたに手伝ってもらいたい） 

war（名）戦争 ［（反意）peace平和］ 

warm（形）暖かい ［（反意）cool涼しい、cold寒い］  （動）暖める  

  →（名）warmth暖かさ、ぬくもり、思いやり 

⇔ It is getting warmer every day.（毎日だんだん暖かくなります） 

warming（名）暖めること、温暖化 global warming地球温暖化 

warn（動）…に警告する、…に注意する、…に前もって知らせておく 

warning（名）警告 

was（動）be動詞の am、isの過去 

wash（三単現 wahes）（動）洗う 

⇔ I wash my hands before I eat.（私は食事をする前に手を洗います） 

washing machine（名）洗濯機 

Washington, D.C.（名）ワシントン D.C.（アメリカ合衆国の首都）  

参考 D.C.とは、the District of Columbiaコロンビア特別区のことです。太平洋側にあるワシ

ントン州とまちがえないようにしよう。 

wasn't was not の短縮形 

waste（動）浪費
ろ う ひ

する、無駄
む だ

になる、無駄遣
む だ づ か

いする  （名）無駄遣い、浪費   

（形）不用の、無駄の  industrial waste産業廃棄物 

watch（三単現 watches）（動）見る、見張る、見守る  （名）腕時計（複数 watches）   

⇔ I watched him swimming.（私は彼が泳いでいるのを見守りました） 

参考《 see、look、watch 》seeは見ようとしなくても自然に「見える」、lookは見ようとして注

意して「見る」、watchは「観察する」「見守る」の意です。 

water（名）水  （動）水をやる、水をまく  

⇔ Give me a glass of water.（私に水を一杯ください） 

waterfall（名）滝 

watermelon（名）スイカ 

wave（名）波  （動）揺れ動く、振る 

⇔ I saw him waving his hand.（彼が手を振っているのが見えました） 

way（名）道、道のり、方向、方法、…の点 

⇔ Show me the way to the station.（駅へ行く道を教えてください） 

 In this way, he finished it.（このようにして彼はそれをやり終えました） 

a long way off（熟）遠く離れて 



all the way （熟）はるばると、ずっと 

lose one's way（熟）道に迷う 

on the (or one's) way（熟）途中で 

we（代）私たちは（が） 

⇔ We have had much snow this year.（今年は雪が多かった） 

参考 we 私たちは（が）― our 私たちの ― us 私たちを（に） ― ours 私たちのもの ― 

ourselves私たち自身  

weak（形）弱い［（反意）strong 強い］ 

⇔ He was too weak to walk.（彼はとても弱かったので歩けなかった） 

wealth（名）富、財産 

weapon（名）武器、兵器  nuclear weapons核兵器 

wear（過去 wore、過去分詞 worn）（動）着ている、着る、身につけている 

⇔ He always wears black shoes.（彼はいつも黒い靴をはいています） 

weather（名）天気、天候 

website（名）ウェブサイト 

we'd we would、we hadの短縮形 

Wednesday（名）水曜日（Wed.と略す） 

week（名）週、１週間  last week先週 

weekday（名）平日 

weekend（名）週末 

weigh（動）…の重さがある 

⇔ This bicycle weighs 10kg.（この自転車は 10kgの重さです） 

weight（名）重さ、重いもの、重要 

welcome（形）歓迎される  （名）歓迎  （動）歓迎する   

⇔ Thank you.  You are welcome.（「ありがとう」「どういたしまして」） 

welfare（名）福祉、福祉事業  social welfare社会福祉 

well（比較級 better、最上級 best）（副）よく、じょうずに  （形）健康な ［（反意）ill病気の］  

（間投）まあ、それでは、ええと 

get well（熟）（病気が）よくなる 

we'll we willの短縮形  

went（動）go（行く）の過去 

were（動）are（である）の過去 

we’re we areの短縮形 

weren't were notの短縮形 

west（名）西 （形）西の  （副）西に（へ）［（対）east東（の、に）］ 

in the west of （熟）…の西部に 

to the west of（熟）…の西方に 

western（形）欧米の、西洋の、西側の 

wet（比較級 wetter、最上級 wettest）（形）ぬれた、湿った［（反意）dry乾いた］、雨の［（同意）rainy］ 

wetland（名）（通例複数形 wetlandsで）湿地帯 

we’ve we haveの短縮形 

whale（名）クジラ  killer whaleシャチ 

what（形）（疑問形容詞）何の、何という、どんな 

（代）何、どんなもの、（関係代名詞）…するところのもの（こと） 

⇔ What a fine day it is!（なんと良い天気でしょう） 

 What is the matter with you? （あなたはどうかしましたか） 

 What about going for a walk? （散歩に行ってはどうですか） 

what’s  what is、what hasの短縮形 



wheat（名）小麦 

wheelchair（名）車いす 

when（接）…するときに、…したら、…するとそのとき   

（副）（疑問副詞）いつ、（関係代名詞）…する（とき）、そしてそのとき  

⇔ We eat when we are hungry. （私たちは空腹の時に食べます）  

 When does school begin? （学校は何時に始まりますか）  

 I don't know the time when she will come.（私は彼女がいつ来るのか知りません）  

参考《間接疑問文の語順》(What is this? ) I don' t know what this is.（間接疑問文） 

(When did he come?) I don't know when he came.（間接疑問文） 

when’s when is,  when hasの短縮形 

where（副）（疑問副詞）どこに、どこへ、どこで （関係副詞…するところの（場所）、そしてそこ

で  

⇔ Where do you live?（あなたはどこに住んでいますか） 

 This is the village where I was born.（これは私が生まれた村です） 

 I went to the park, where I met him.（私は公園に行った、そしてそこで彼に会った） 

where’s  where is,  where hasの短縮形 

whether（接）…かどうか、…であろうとなかろうと 

⇔ Ask him whether he can come.（彼が来られるかどうか彼に聞きなさい） 

 I don't know whether it is true or not.（私はそれが本当かどうかわからない） 

which（形）（疑問形容詞）どちらの、どの 

（代）どちらが、どれが、（関係代名詞）…するところの（もの） 

⇔ Which do you like better, tea or coffee?（お茶とコーヒーとではどちらが好きですか） 

 The book which I lent you is Tom's.（ぼくが君に貸した本はトムのものです） 

while（接）…するあいだに、ところが一方  （名）時間、あいだ、しばらく 

⇔ While I was speaking, he said nothing.（私が話している間、彼は何も言いませんでした） 

after a while（熟）しばらくして 

for a while（熟）しばらくのあいだ 

参考 while（接続詞）と during（前置詞）を混同しないように注意しましょう。 

⇔ Who came here while I was out?（私の外出中誰が来ましたか） 

whisper（動）…とささやく、ひそひそ声で言う 

white（比較級 whiter、最上級 whitest）（形）白い  （名）白色 ［（反意）black黒い、黒色］ 

who（代）だれが、（関係代名詞）…するところの（人）  →所有格 whose  →目的格 whom 

⇔ Who broke the window?（だれが窓をこわしたのですか） 

 The boy who is over there is Bob.（向こうにいる少年はボブです） 

whole（形）全体の  （名）全体 

⇔ He is known to the whole world.（彼は全世界に知られています） 

as a whole（熟）全体として 

whom（代）（whoの目的格）だれを（に）、（関係代名詞）…するところの（人） 

⇔ By whom was this letter written?（この手紙は誰によって書かれましたか） 

 Whom (or Who) are you waiting for? （だれを待っているのですか） 

 The man (whom) I saw yesterday is Tom's uncle.（僕が昨日会った人はトムのおじさんです）  

  参考 whomはふつう省略できますが、「前置詞 ＋ whom」の whomは省略できません。 

⇔ The man with whom Tom is speaking is Mr. West.（トムが話している人はウエストさんです） 

who’s who is,  who hasの短縮形  

whose（代）（whoの所有格）だれの（もの）、（関係代名詞）…するところの（人・もの）  

⇔ Whose is that picture?（その写真はだれのですか）  

 He has a son whose name is Ben.（彼にはベンという名の息子がいます） 

why（副）（疑問副詞）なぜ、どうして、（関係副詞）…するところの（理由）   



⇔ Why is Tom absent today?（なぜトムは今日
き ょ う

欠席しているのですか） 

 This is (the reason) why he came.（これが彼が来た理由です） 

wide（比較級 wider、最上級 widest）（形）広い［（反意）narrowせまい］  （副）広く 

wife（名）妻（複数 wives）［（対）husband夫］ 

wild（形）野生の、未開の、乱暴な 

wilderness（名）荒野 

wildlife（名）野生動物、野生生物 

will（過去 would）（助）…であろう、…しよう  （名）意志、決心 

⇔ I will see you to the station.（駅までお送りしましょう） 

 Will you help me?（手伝ってくれませんか） 

willing（形）…する用意がある 

win（過去・過去分詞 won）（現在分詞 winning）（動）勝つ、（賞などを）得る 

⇔ His work won the Nobel Prize.（彼の仕事はノーベル賞を得ました） 

wind（名）風   

against the wind（熟）風にさからって   

参考 windにはふつう theをつけて用いますが、形容詞がつくと a (an)をつけます。 

a cold wind（寒い風） 

windmill（名）風車、風力発電機 

window（名）窓 

windy（形）風のある、風の吹いている、風の強い 

wine（名）ワイン 

wing（名）つばさ 

winner（名）勝利者、受賞者［（対）loser敗者］ 

winter（名）冬 （形）冬の 

wipe（動）…を拭く、ぬぐう 

wire（名）針金、電線、電話線 

wisdom（名）賢明なこと、賢明さ、分別、知恵 

wise（形）かしこい、賢明な［（反意）foolishおろかな］ 

wish（動）のぞむ、願う （名）願い 

⇔ I wish to visit London.（私はロンドンを訪れたい） 

with（前）…とともに、…で、…を持って、…のために 

⇔ Who is the girl with a hat on?（帽子をかぶっている少女はだれですか） 

within（副）内に、内側に  （前）…の内側に、…以内に 

⇔ He will be back within a week.（彼は一週間以内にもどります） 

without（副）外に、外側に  （前）…なしで、…の外に 

⇔ She went out without a hat.（彼女は帽子をかぶらずに出かけました） 

woke（動）wake（目をさます）の過去 

woken（動）wake（目をさます）の過去分詞 

wolf（名）（動物）オオカミ（複数 wolves）  

woman（名）婦人、女 ［（対）man男］（複数 women） 

wombat（名）（動物）ウォンバット 

women（名）womanの複数形 

won（動）win（勝つ）の過去・過去分詞 

wonder（名）不思議、おどろき （動）おどろく、不思議に思う、…かしら 

⇔ I wonder who he is.（彼はだれかしら） 

wonderful（比較級 more wonderful、最上級 most wonderful）（形）すばらしい、不思議な、おどろ

くべき  



won't will notの短縮形 

wood（名）木材、（複数形 woodsで）森 

⇔ The bridge is made of wood.（その橋は木でできています） 

参考《 forest と woods を比べよう 》forest は人の住んでいるところから離れた鳥や動物がす

んでいる大きな森。woodsは人が住んでいるところに近い小さな森や林。 

wooden（形）木製の、木造の  

wool（名）羊毛、毛糸、毛織物、羊毛製品 

word（名）語、単語、ことば   

in other words（熟）言いかえれば 

wore（動）wear（着る）の過去 

work（現在分詞 working）（動）働く、勉強する  （名）仕事、勉強、作品  

（形）（名詞の前に用いて）働く  working people（働く人びと） 

参考 work（仕事）は数えられない名詞なので -sをつけたり manyを用いたりしてはいけません。 

⇔ I have a lot of work to do.（私にはしなければならない仕事がたくさんあります） 

worker（名）労働者、勉強する人 

workshop（名）ワークショップ、講習会 

world（名）世界、世の中   

all over the world（熟）世界中 

World Heritage Site（名）世界遺産 

World War II（名）第二次世界大戦 

worn（動）wear（着ている）の過去分詞 

worried（形）心配している    

be worried about…（熟）…を心配している 

worry（過去・過去分詞 worried）（三単現 worries）（動）心配する、なやむ （名）心配 （複数 worries） 

⇔ Don't worry about such a thing.（そんなことでくよくよするな）  

worse（形）（bad, illの比較級）いっそう悪い （副）（badly, illの比較級）より悪く 

worst（形）（bad, illの最上級）もっとも悪い （副）（badly, illの最上級）もっとも悪く 

（名）最悪 

worth（名）価値  （形）価値のある  

⇔ Is the movie worth seeing?（その映画は見る価値がありますか） 

would（助）（willの過去）（間接話法に用いて）…するだろう、（過去の習慣を表す）よく…した 

⇔ She said that she would go alone.（彼女はひとりで行くと言いました） 

would like to（熟）…したい［（同意）like］ 

⇔ I would like to stay here.（私はここに滞在したい） 

参考 wouldは間接話法の中で「…するだろう」「…するつもりだ」の意味を表します。 

（直接話法）He said, "I will try again."（彼は「もう一度やってみよう」と言った） 

（間接話法）He said that he would try again.（彼はもう一度やるつもりだと言った） 

wouldn't would notの短縮形 

wounded（形）けがをした、（感情などが）傷つけられた 

wow（間投）わあ！（驚き・喜びを表す）  

wrap（動）包む、くるむ  wrapping paper包装紙  wrapper包装紙 

wrestle（動）レスリングをする  →（名）wrestingレスリング 

wrestler（名）レスラー  sumo wrestler力士 

write（過去 wrote、過去分詞 written）（現在分詞 writing）（動）書く、手紙を書く  

→（名）writer書く人、作家 

write to（熟）…に手紙を書く 

⇔ Please write to me as soon as possible.（できるだけ早くおたよりをください） 

writer（名）作家、著者 



written（動）write（書く）の過去分詞  （形）書かれた、文語の 

wrong（形）悪い、不正な、まちがった ［（反意）right正しい］ （副）まちがって  

（名）まちがい、不正 

⇔ It is wrong to tell a lie.（うそをつくのは悪いことです） 

I am afraid you are wrong.（あなたはまちがっていると思います） 

wrote（動）write（書く）の過去 

 

X 

Xmas（名）クリスマス ［（参考）正しくは Christmasとつづる。X’masは誤りです。］ 

 

Y 

yard（名）庭、（長さの単位）ヤード（約 0.914m）（yd.と略す） 

year（名）年、歳
さい

、年齢 

⇔ She is sixteen years old.（彼女は 16歳です） 

year after year（熟）毎年毎年 

last year（熟）昨年 

yellow（形）黄色の （名）黄色 

yen（名）円  

yes（副）（問いや呼びかけに答えて）はい ［（反意）noいいえ］ 

参考《否定の問いに対する答えの Yesは「いいえ」》 Don't you like it? Yes, I do.（「それが

好きではありませんか」「いいえ、好きです」） 

yesterday（名）きのう、昨日
さくじつ

  （副）きのう（は）   

the day before yesterday（熟）一昨日、おととい 

yet（副）（否定文で）まだ（…でない）、（疑問文で）もう、（肯定文で）まだ…だ   

（接）だが、それでも 

⇔ I haven't had lunch yet.（私はまだ昼食を食べていません）  

 Has the train arrived yet? （列車はもう着きましたか） 

yogurt，yoghurt, yoghourt（名）ヨーグルト  

you（代）（単複同形）あなた（たち）は（が、を）   

参考 youあなた（たち）は（が）― yourあなた（たち）の ― youあなた（たち）を（に）― yours

あなた（たち）のもの ― yourselfあなた（たち）自身 

you’d you would,  you hadの短縮形 

you'll you willの短縮形 

young（形）若い ［（反意）old年とった］ 

your（代）（youの所有格）あなた（たち）の 

you’re  you areの短縮形 

yours（代） （youの所有代名詞）あなた（たち）のもの 

yourself（代） （強意用法）あなた（たち）自身で、あなた（たち）みずから、（再帰用法）あなた

（たち）自身を（に） 

yourselves（代） （yourselfの複数）あなたたち自身 

you’ve   you haveの短縮形 

yo-yo（名）ヨーヨー（おもちゃの一つ） 

 

Z 

zebra（名）（動物）シマウマ 

zero（名）零、ゼロ 



zone（名）地帯、区域 

zoo（名）動物園 （複数 zoos） 
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