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１.  現在，全国で使用されている教科書は６種類ありますが，ここでは，そのすべてにリストとして載っ
ていない単語や１種類の教科書でしか扱っていない単語を掲載しています。わからない単語に出
合ったら，まずは前後の文脈から意味を想像してみてから辞書で確認したり，想像がつかないとき
には辞書で調べてみたりすることを習慣付けるようにしましょう。

２. 熟語や連語はイタリック体になっています。
３. 品詞は次のような略語になっています。
 名：名詞　代：代名詞　動：動詞　助：助動詞　形：形容詞　副：副詞　前：前置詞　接：接続詞　間：間投詞

４. 右端の数字は掲載ページです。

cashless ［kǽʃləs］ 現金のいらない，現金のない 38

chat ［tʃǽt］ チャットする，雑談する 6

チャット，雑談，おしゃべり 6

cherry blossom 桜の花 34

come back 戻る，帰る 32

comedy ［k^mədi］ 喜劇，コメディ 11

comment ［k^ment］ コメント，論評 5

couple ［k&pl］ （組になっている）二人，カップル，夫婦 10

daily life 日常生活 26

dance party ダンスパーティー 16

these days この頃 38

depend on ~ ～に依存する，左右される，～を当てにする 38

difference ［d]fCrəns］ 違い，差異，相違点 14

dream of ~ ～を夢に描く 28

drugstore ［dr&gst5;R］ ドラッグストア，薬局 20

eco-friendly 環境［生態系］に優しい 26

e-mail ［]ːm"il］ eメールを送る，メールする 14

ending ［'ndiŋ］ エンディング，結末 10

explain ［ikspl'in］ 説明する，明白にする 13

extreme ［e[i]kstr]ːm］ 極度の，過激な，極端な 30

fall down 落ちる，落下する，倒れる 30
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be able to ~ ～することができる，～する能力がある 28

action movie 活劇，アクション映画 10

in addition さらに，ほかに 38

AI ［"i[i］ 人工知能（artifi cial intelligenceの略語） 12

around the world 世界中を，世界中の 29, 30, 38

article ［^ːRtikCl］ （新聞・雑誌・ホームページなどの）記事 31, 32

balloon ［bəl\ːn］ 風船，気球 16

because of ~ ～のために，～の理由で 34

beginner ［big]ncR］ 初心者 8

beginning ［big]niŋ］ 始まり，初め 10

brass band 吹奏楽団，ブラスバンド 8

breath ［br'θ］ 息，呼吸 31

captain ［kǽptən］ 部長，キャプテン，主将 8

cart ［k^ːRt］ カート，手押し車 18

cash ［kǽʃ］ 現金，お金 38
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host family ホストファミリー 34

household ［h[usH?uld］ 家庭（用）の，家族の 31

How’s everything? 調子はどうですか 14

get hurt 傷つく，けがをする 30

in a year 1 年間に，1年のうちに 26

invisible ［inv]zəbl］ 目に見えない，姿を現わさない 18

ironing ［[icRniŋ］ アイロンがけ 30

item ［[itəm］ 品物，商品，項目 31, 38

karaoke ［k6;ri/uki］ カラオケ 12

kendo ［k'ndou］ 剣道 8

less than ~ ～未満の，～に満たない 37

let ［l't］ ～することを許可する，させる，させてやる 14, 18

listing ［l]stiŋ］ 一覧表，予定表，名簿 10

liters ［l]ːtcRz］ literの複数形　リットル 26

local ［l/ukCl］ 地域の，地元の 32

look for ~ ～を探す 10

lovely ［l&vli］ 素敵な，かわいらしい，すばらしい 10

magic ［mǽdʒik］ 手品，魔法 16, 18

mall ［m%ːl］ モール，ショッピングセンター 20

get married 結婚する 16
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false ［f%ːls］ 間違った，誤った，不正の 15, 39

fan ［fǽn］
（芸能・スポーツなどの）ファン，
熱心な愛好者

10

fi ll in 記入する，埋める 11

fi nished ［f]niʃt］ 終わっている 22

fl yer ［f l[icR］ チラシ，ビラ 8

following ［f^louiŋ］ 次の，下記の 33

Fri. Fridayの略語 8

have fun 楽しむ，楽しんでいる 12, 30

giant ［dʒ[iənt］ 巨大な，偉大な 30

give up
やめる，（…の）使用をやめる，
（…と）あきらめる

38

go by （そばを）通り過ぎる，（時が）過ぎ去る 34

graph ［grǽf］ 図表，グラフ 37

Gulliver ［ɡ&livcR］
ガリバー（ジョナサン・スウィフトの
『ガリヴァー旅行記』に登場する英国人）

18

guys ［ɡ[iz］
guyの複数形　（主に米略式）みんな，君たち（男
女問わず，目の前の人々に呼びかけて）

6

headphone ［h'df?un］ ヘッドホン 32

hearing ［h]Criŋ］ 聴力，聴覚，聞くこと 32

heavy traffi c 交通混雑，交通渋滞 34

hide ［h[id］ 隠れる，（…を）隠す 19

horror ［h%ːrəR］ 恐怖，恐ろしいもの 11
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prepaid IC card プリペイド　ICカード 38

prepare for ~ ～に備える，～の準備をする 14

pumpkin ［p&mPkin］ カボチャ 30

racing ［r'isiŋ］ 競走 31

recommend ［r"kəm'nd］ 推薦する，勧める 10

refrigerator ［rifr]dʒər"itcR］ 冷蔵庫，冷却装置 26

regatta ［rig!tə, rig^;tc］ ボートレース，レガッタ 30

registration ［r"dʒcstr'iʃCn］ 登録 12, 30

review ［rivj\ː］ 論評，復習 10, 18

rock band ロックバンド 16

roll ［r/ul］ ころがる，ころがっていく 30

romance ［roumǽns］ ロマンス，恋愛映画，恋愛小説 11

route ［r\ːt］ 道筋，ルート，道 34

score ［sk%;R］ 点数，得点，成績，スコア 24

screen ［skr]ːn］
画面，（映画・スライドの）スクリーン，
ついたて

33

seaside ［s]ːs{id］ 海岸の 34

service ［s=ːRvcs］ サービス，公共事業，業務，奉仕 38

shocking ［ʃ^kiŋ］ 衝撃的な 32

smartphone ［sm^ːRtf?un］ スマホ，スマートフォン 32, 38

snail ［sn'il］ カタツムリ 31

society ［səs[iəti］ 社会，共同体，協会 38
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match ［mǽtʃ］ 組み合わせる，一致させる，調和する 4, 13

mean by 意味する，〈…の〉意味で言う 20

meet up 出会う 21

metal coin 硬貨 38

Mon. Monday（月曜日）の略語 8

more than ～を超える，～より多い 34, 37, 39

no one だれも…ない 26

no way とんでもない 6

ocean ［/uʃCn］ 海洋，海 10, 34

Olympic games オリンピック競技 4

online ［^nl[in］ オンライン（式）の 12

ouch ［[utʃ］ 痛い ! 18

overuse ［/uvcRjuːs］ 過度の使用，酷使，濫用 33

owner ［/uncR］ オーナー，持ち主，所有者 36

paper money 紙幣 38

paradise ［pǽrəd{is］ 楽園，パラダイス，天国 10

Paralympic games パラリンピック競技 5

partner ［p^;RtncR］ パートナー，仲間 7, 35

payment ［p'imənt］ 支払い，払い込み，支払金額 38

pick up 手に入れる，拾い上げる 8

prefer ［prif=ːR］ むしろ（…の）ほうを好む，むしろ（…を）選ぶ 39
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visible ［v]zəbl］ 目に見える 18

volume ［v^ljcm］ 音量，容積，容量，量 32

web ［w'b］ ウェブ，インターネット 32

Wed. Wednesdayの略語 8

wedding ［w'diŋ］ 結婚式 16

weekday ［w]ːkd"i］ 週日，平日 37

worried ［w=ːrid］ 不安で，心配で 36

write back 返事を書く 14
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make a speech スピーチをする 28

spit ［sp]t］ 吐き出す，つばを吐く 30

stationery ［st'iʃCn"ri］ 文房具 37

stop ［st^p］ 停留所，止まること 34

study ［st&di］ 研究，調査，勉強 38

style ［st[il］ 様式，やり方，スタイル 15

sunset ［s&ns"t］ 夕日，日没 10

super ［s\ːpcR］ すばらしい，特大の，最高の 28

surprising ［scRpr[iziŋ］ 驚くべき，意外な 10

talker ［t%ːkəR］ 話す人 18

theater ［θ]ːətəR］ 劇場，映画館，劇 10

thousands of years 数千年 30

Thu. Thursdayの略語 8

time machine タイムマシーン 24

toe ［t/u］ 足指，つま先（部分） 31

tourist ［t\Crist］ 旅行者，観光客 38

turn the light(s) off 消灯する 26

turn the TV off テレビを消す 26

up to ～まで，～次第で 32

user ［j\ːzcR］ 使用者，利用者，ユーザー 32

via ［v[iə,v]ːə］ …を経て，…経由で 34
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