
英単語 フリガナ 意味

hi ハァイ やあ、

I アイ 私は（主語）

am アｍ ～です（be動詞)

sorry ソリィ ごめん

not ナッｔ ではない

Ms. ミｚ ～さん（女性）

Mr. ミスター ～さん（男性）

you ユ あなたは（主語）

are アー ～です（be動詞)

nice ナイｓ すてきな

to トゥ（タ） ～へ　( to 場所・人、to 動詞 ）

meet ミーｔ 会う

in イン
なかに、に（広い場所、1か月以上

の時間、朝、昼、夕方）

the ザ その～（話題のものに）

the U.S. ズィ　ユーエs アメリカ

too トゥー ～も

kind カインｄ 親切な

from ｆロｍ ～出身の、～から

yes イェｓ はい

no ノウ いいえ

where ウェア どこ

Australia オウｓトゥレイリア オーストラリア

a ア（エ） １つの、1人の

new ニュウ 新しい

student スチューデンｔ 生徒、学生

thank セァンｋ 感謝する、

have ハヴ 持つ、ある、飼う

an エン １つの、1人の、（母音の名詞）

apple アプｌ りんご

don't ドンｔ ～しない

like ライｋ 好きです

orange オーレンヂ オレンジ

play プレイ スポーツをする、演奏する

soccer サカ― サッカー



every エⅤリィ 毎

day デイ 日

let's レッツ ～しましょう

piano ピア―ノウ ピアノ

look ルッｋ 見る

at アｔ ～を、に（地点、時刻など）

my マイ 私の　（所有）

notebook ノウｔブッｋ ノート

great グレイｔ すごい

player プレイヤ― 選手

sport スポーｔ スポーツ

do ドゥー する

what ウァッｔ 何

basketball バスケッボール バスケットボール

very ヴェリィ とても

much マァチ
たいへん、たくさん（数えられな

い）

when ウェン いつ

study スタディ 勉強する

clean クリーン そうじする

room ルーｍ へや

morning モーニンｇ 朝、午前

Sunday サンデイ 日曜日

Monday マンデイ 月曜日

Friday フライデイ 金曜日

Tuesday チューzデイ 火曜日

Thursday サーズデイ 木曜日

Saturday サタァデイ 土曜日

Wednesday ウェンズデイ 水曜日

How ハウ どのように

is イｚ ～です（be動詞）

weather ウェザー 天気

it イｔ それは（主語）

it's イッツ それは～です　it is の短縮

I'm アイｍ 私は～です　I am の短縮

You're ユア（ヤ―） あなたは～です　You are の短縮

sunny サニー はれの

rainy レイニー あめの

cloudy クラウディー くもりの



many メニ― たくさん（数えられる）

book ブッｋ 本

one ワン 1

two トゥー 2

three スリー 3

four フォー 4

five ファイヴ 5

cat キャッｔ ネコ

brother ブラザー 兄、弟

sister スィスター 姉、妹

children チルドレン 子供たち

drink ｄリンｋ 飲む

tea ティー 紅茶

eat イーｔ 食べる

lunch ランチ 昼食

cook クッｋ 料理する

dinner ディナー 夕食

make メイク 作る

breakfast ブレッｋファーｓｔ 朝食

open オウプン 開ける

door ドア ドア

read リーｄ 読む

comic コミッｋ マンガの

watch ウォッチ 見る、腕時計

TV ティヴィ テレビ

please プリ―ｚ お願いします

speak スピーｋ 話す

English イングリッシュ 英語

can キャン できる

sing スィンｇ 歌う

song ソンｇ うた

can't キャンｔ できない

guitar ギタァー ギター

well ウェｌ 上手に

that ザッｔ あれは、あの（遠くを指す）

that's ザッツ あれは～です　that is の短縮

practice ｐラクティｓ 練習する

hard ハーｄ ねっしんに

with ウィｚ ～といっしょに



your ユア あなたの（所有）

friend fレンｄ 友だち

swim スウィｍ 泳ぐ

rice ライス ごはん、米

and アン（ｄ） ～と、そして

curry カリー カレー

get ゲッｔ 手に入れる、着く

for フォ ～のために

here ヒア ここで

or オア それとも、あるいは

go ゴウ 行く

hamburger ハｍバァガー ハンバーガー

juice ジューｓ ジュース、果汁

six スィｋｓ 6

seven セヴン 7

eight エイｔ 8

hundred ハンｄレッｄ 100

nine ナイン 9

ten テン 10

this ズィｓ これは、この（近くをさす）

bird バーｄ 鳥

plug pらｇ コンセント

isn't イズンｔ ではない

ink インｋ インク

stick sティｋ 棒

first ファ―ｓｔ 最初、まず、第1

put プッｔ 置く

water ワーター 水

into イントゥ ～のなかへ

flower fラワー 花

then ゼン それから、その時

cut カッｔ 切る

on アン（オン） 上で

table テイｂｌ テーブル

so ソ だから

we ウィ 私たちは（主語）

usually ユージュアリィ たいてい

use ユーz 使う

computer カンピューダ コンピュータ



father ファザー 父

mother マザー 母

man マン 男性

woman ウーマン 女性

he ヒ 彼は（主語）

she シー 彼女は（主語）

who フー だれ

our アワー 私たちの（所有）

teacher ティーチャー 先生

doctor ドｋター 医者

want ウォンｔ ほしい

want to do ウォントゥードゥ ～したい

video ヴィディオ ビデオ、動画

game ゲイｍ ゲーム、試合

after アfター ～の後

school スクーｌ 学校

his ヒｚ 彼の（所有）

bike バイｋ 自転車

her ハー 彼女の（所有）

bag バァｇ かばん

mine マイン 私のもの（所有代名詞）

yours ユアｚ あなたのもの（所有代名詞）

hers ハーｚ 彼女のもの（所有代名詞）

whose フーｚ だれの

these ズィ―ｚ これら　this の複数

those ゾウｚ あれら　that の複数

clothes クローズ 服

which ウィッチ どちらの

black ブラッｋ 黒

white ウァイｔ 白

often オfン しばしば

tennis テ二ｓ テニス

doesn't ダズンｔ ～しない（主語がhe, she, it ）

stand スタンｄ 立つ

street スtリーt 通り

same セイｍ 同じ

class クラｓ 授業

before ビフォア ～の前に

has ハｚ have の3人称単数



Japanese ヂャパニーｚ 日本語、日本人

some サｍ いくつかの

other アザー ほかの

does ダｚ する do の3人称単数

American アメリカン アメリカ人

wear ウェア 着ている

shoes シューｚ くつ

home ホウｍ 家に

member メｍバー 一員

of アヴ（オヴ） ～の

team ティーｍ チーム

volleyball ヴァリィボール バレーボール

proud プラウｄ 誇りに思う（be proud of )

May メイ 5月

June ジュン 6月

July ジュライ 7月

January ヂャニュアリィ 1月

February フェbラリー 2月

September セプテｍバー 9月

October オクトーバー 10月

November ノヴェｍバー 11月

December ディセｍバー 12月

March マーチ 3月

April エイｐｌ 4月

August オーガスｔ 8月

see スィ― 見える

spring スプリンｇ 春

summer サマー 夏

fall フォーｌ 秋

ski スキィ スキーをする

winter ウィンター 冬

know ノウ 知る

him ヒｍ 彼を（に）（目的）

her ハー 彼女を（に）（目的）

cake ケイｋ ケーキ

live リヴ 住む

town タウン 町

tell テｌ 教える・話す

me ミー 私を（に）（目的）



about アバウｔ について、およそ

run ラン 走る

walk ワーｋ 歩く

why ウァイ なぜ

because ビコーｚ なぜなら

always オーｌウェイｚ いつも

dangerous デインジャラｓ 危険な

they ゼイ 彼らは（主語）

sometimes サムタイムｚ ときどき

their ゼア 彼らの（所有）

them ゼｍ 彼らを（に）（目的）

save セイヴ 救う、節約する

parent ペアレンｔ 親

find ファインｄ 見つける

answer アンスゥァー 答える

movie ムーヴィ 映画

excuse イｋｓキューｚ ちょっといいですか

but バッｔ しかし、～が

second セカンｄ 2番目、

floor ｆロワー 階、床

court コーｔ コート

take テイｋ とる、利用する

escalator エスカレイタァ エスカレーター

up アｐ 上へ

turn ターン 曲がる

right ｒイｔ 右

left レｆｔ 左

shop ショｐ 店　(専門店）

next ネｋｓｔ となり

store ストァ 店（さまざまなものを売る店）

convenient カンヴィ―ニエンｔ 便利な

there ゼア そこへ　(here より遠い）

restaurant レｓトゥラアンｔ レストラン

over オウヴァ― こえて

park パーｋ 公園

near ニア 近くに

house ハウｓ 家

any エニ― 疑問文いくつかの、否定文１つも

library ライｂラリィ 図書館



famous フェイマｓ 有名な

place プレイｓ 場所

come カｍ 来る

by バイ ～によって、そばで

also オｌソ ～もまた

party パーリー パーティ

beach ビーチ 砂浜

show ショウ 見せる

around アラウンド まわり

math マス 数学

now ナウ 今

help へｌｐ 助ける、手伝う

all オーｌ すべて

off オｆ はなれて、きえて

running ラニンｇ 走っている

swimming ｓウィミンｇ 泳いでいる

traditional tラディショナｌ 伝統的な

dish ディシュ 料理

yesterday イェｓタデイ 昨日

didn't ディdンｔ しなかった

stay ｓテイ 滞在する

last ラｓｔ 先の、前の

week ウィーｋ 週

ago アゴウ ～前

visit ヴィズィｔ 訪れる

night ナイｔ 夜

had ハｄ have の過去

saw ソー seeの過去

bear ベア クマ

bought ボウｔ buy の過去

cute キューｔ かわいい

pen ペン ペン

went ウェンｔ go の過去

ate エイｔ eat の過去

read レッｄ read の過去

took トゥｋ take の過去

picture ピｋチャー 写真、絵

got ガッｔ get の過去

did ディｄ do の過去



afternoon アfタヌーン 午後

evening イヴニンｇ 夕方

was ワz am, is の過去

were ワー are の過去

small sモーｌ 小さい

busy ビズィー 忙しい

free ｆリー ひまな

popular パピュラー 人気がある

among アマンｇ ～の間で

girl ガーｌ 女の子

boy ボウイ 男の子


