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中 1 英単語一覧・フレーズ集 

 

・フレーズ一覧 1 学期 

Hi, I am Emily. やあ、私はエミリーです。 

Sorry, I am not Ms. Baker. ごめん、私はベーカーさん（先生）ではありませ

ん。 

You are Mr. Brown. あなたはブラウンさん（先生）です。 

Nice to meet you. お会いできてうれしいです 

I’m in 1-A too. 私も 1 年Ａ組です。 

You’re kind. あなたは親切です。 

Are you from the U.S.? あなたはアメリカ出身ですか。 

Yes, I am.   No, I’m not. はい、そうです。いいえ、ちがいます。 

Where are you from? あなたはどこの出身ですか。 

I’m from Australia. 私はオーストラリア出身です。 

Are you a new student? あなたは新入生ですか。 

Thank you. Thanks. ありがとうございます。     ありがとう。（友達に

たいして） 

I have an apple. 私は 1 個のりんごを持っています。 

I don’t like oranges. 私はオレンジが好きではありません。 

I play soccer every day. 私は毎日サッカーをします。 

Let’s play the piano. ピアノを演奏しましょう。 

Look at my notebook. 私のノートを見てください。 

You’re a great player. あなたはすごい選手です。 

Do you play sports? あなたはスポーツをしますか。 

Yes, I do. No, I don’t. はい 私は する いいえ 私は しない。 

What do you like? あなたは何が好きですか 

I like basketball very much. 私はバスケットボールがとても好きです。 

When do you study? あなたはいつ勉強しますか。 

I clean my room in the morning. 私は午前中に私の部屋を掃除します。 

How’s the weather? 天気はどうですか。 

It’s sunny. It’s rainy. It’s cloudy. それは～です 晴れの それは～です 雨の そ

れは～です くもりの 

How many books do you have? あなたはいくつの本を持っていますか。 

I have two books. 私は 2 冊の本を持っています。 

I have three cats. 私は 3 匹のネコをかっています。 
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フレーズ一覧（1 学期） 

How many brothers do you have? あなたは何人兄弟がいますか。 

I have one brother and four sisters. 私は 1 人の兄と 4 人の姉妹がいます。 

You have five children. あなたは 5 人の子供がいます。 

I drink tea. 私は紅茶を飲みます 

I eat lunch. 私は昼食を食べます。 

I cook dinner. 私は夕食を料理します。 

I make breakfast. 私は朝食を作ります。  

I open the door. 私はドアを開けます。 

I read a comic book. 私はマンガを読みます。 

Don’t watch TV. テレビを見ないで（命令文） 

Please speak English. 英語を話してください（命令文） 

I can sing a song. 私は１つの歌をうたうことができます。 

I can’t play the guitar well. 私は上手にギターをひくことができません。 

That’s great. それは素晴らしいです。 

Let’s practice it hard. それを熱心に練習しましょう。 

You can have a great time with your friends. あたなは友達とすばらしい時間を過ごすことがで

きます。 

Can you swim well? あなたは上手に泳ぐことができますか 

Yes, I can. No, I can’t. はい わたしは できる いいえ わたしは で

きない 

What can you cook? あなたは何を料理することができますか。 

I can cook rice and curry. 私はカレーライスを作ることができます。 

How can I get for you? ご注文は何になさいますか。 

For here or to go? 店内ですかそれともお持ち帰りですか。 

Can I have a hamburger and an orange juice, 

please? 

ハンバーガーとオレンジジュースをください。 

For here, please. ここで食べます。 

How much is it? それはいくらですか 

Six hundred and seventy-eight yen, please. 678 円です。 

Here you are. はい、どうぞ 
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フレーズ一覧（2 学期） 

 

This is a bird. これはとりです。 

Is that a plug? あれはコンセントですか。 

Yes, it is. No, it isn’t.  はい、そうです。いいえ、ちがいます。 

What’s that? あれは何ですか。 

It’s an ink stick. それは墨です。 

First, Put water into the flower. まず花に水をいれてください 

Then, cut this on the table. それからテーブルの上でこれを切ってください 

So we usually use a computer.  だから私たちはたいていコンピュータを使います 

This is my father. こちらは私の父です。 

He is a doctor. 彼は医者です。 

Who is that woman? あの女性はだれですか。 

She is my mother. 彼女は私の母です。 

That man is our teacher. あの男性は私たちの先生です。 

I want to play a video game after school. 私は放課後テレビゲームで遊びたいです。 

This is his bike. That is her bag. これは彼の自転車です。あれは彼女のカバンです。 

This book is mine. That one is Emily’s. この本は私のものです。あの本はエミリーのもの

です。 

Whose bike is this? これはだれの自転車ですか。 

It’s yours. それはあなたのものです。 

These are his clothes. Those bags are hers. これらは彼の服です。あれらのカバンは彼女のも

のです。 

Which bag is yours, the black one or the white one? 黒い方と白い方では、どちらのかばんがあなたの

ものですか。 

The white one is. 白い方です。 

He often plays tennis after school. 彼はよく放課後テニスをします。 

My father cooks dinner. 私の父は夕食を料理します。 

She doesn’t stand on the street every day. 彼女は毎日通りに立ちません。 

We have the same class before lunch. 私たちは昼食前に同じ授業があります。 

She has a cat. 彼女はネコをかっています。 

Some students watch other students. 何人かの生徒たちは他の生徒たちを見守ります。 

Does she speak Japanese? 彼女は日本語を話しますか。 

Yes, she does. No, she doesn’t. はい   彼女は  します   いいえ  彼女は  

しません 
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Some Americans don’t wear shoes at home. 家でくつをはかないアメリカ人もいます。 

She’s a member of the volleyball team. 彼女はバレーボールチームの一員です。 

He’s proud of his father. 彼は彼の父をほこりに思っています。 

I see flowers in spring. 私は春に花を見ます。 

I swim in summer. 私は夏に泳ぎます。 

He eats grapes in fall. 彼は秋にブドウを食べます。 

We ski in winter. 私たちは冬にスキーをします。 

I know him. He is my friend. His mother is kind. 私は彼を知っています。彼は私の友達です。彼の

お母さんは親切です。 

I like her. She is Sue’s sister. Her cake is good. 私は彼女が好きです。彼女はスーのお姉さんです。

彼女のケーキはおいしいです。 

She lives in this town. 彼女はこの町に住んでいる。 

Tell me about her. 彼女について私に教えてください。 

He runs and walks to school every morning. 彼は毎朝学校へ走って歩きます。 

He goes to school with his sister. 彼は彼の妹といっしょに学校へ行きます。 

Why do you like him? あなたはなぜ彼が好きですか。 

Because he is always kind to me. なぜなら彼はいつも私に親切だからです。 

Why is it dangerous? それはなぜ危険ですか。 

Because they sometimes attack children. なぜなら彼らはときどき子供たちを攻撃するから

です。 

Their parents save them. 彼らの両親は彼らを救います。 

You can find the answer in the movie. あなたは映画の中で答えを見つけることができま

す。 

Excuse me, but where is the food court? すみませんが、フードコートはどこですか。 

It’s on the second floor. 2 階にあります。 

Take the escalator and go up to the second floor. エスカレーターを利用して、2 階へ上ってくださ

い。 

Turn right, you can see the food court. 右に曲がると、フードコートが見えます。 

The burger shop is next to the convenience store. バーガーショップはコンビニのとなりにありま

す。 

Have a good time. 楽しい時間をお過ごしください。 
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フレーズ一覧（2 学期） 

 

There is a restaurant over there. 向こうにレストランがあります。 

There are some parks near my house. 私の家の近くにいくつかの公園があります。 

There aren’t any libraries in this town. この町には図書館が１つもありません。 

Are there any books on the table? テーブルの上にいくつか本がありますか。 

Yes, there are. No, there aren’t. はい、あります。     いいえ、ありません。 

There is a famous place in Tokyo. 東京には有名な場所があります。 

How do you come to school?  あなたはどうやって学校へ来ますか。 

I come here by bike. ( By bike.) 私は自転車でここへ来ます。 

I also have a party on the beach. わたしはまたビーチでパーティーをします。 

How does he go there? 彼はどうやってそこへ行きますか。 

I can show you around. 私はあなたを案内できます。 

 

フレーズ一覧（3 学期） 

 

I'm studying math now. わたしは今数学を勉強しているところです。 

You're not reading a book now. あなたは今本を読んでいません。 

He's cleaning his room now. 彼は今彼の部屋を掃除しています。 

Please help me. 私を手伝ってください。 

All right.  わかりました。 

Turn off.  消しなさい。 

Are you studying now? あなたは今勉強していますか。 

Yes, I am. No, I'm not. はい、私はしています。 いいえ、私はしていま

せん。 

What are you doing now? あなたは今何をやっていますか。 

I'm running in the park now. わたしは今公園の中を走っています。 

I need your help. 私はあなたの助けが必要です。 

Tom is swimming now. トムは今泳いでいます。 

It's a traditional Japanese dish. それは伝統的な日本の料理です。 

I played tennis yesterday. 私は昨日テニスをしました。 

She didn't stay home last week. 彼女は先週家にいませんでした。 

We studied three days ago. 私たちは 3 日前勉強しました。 

I visited the U.S. last Sunday. 私は先週の日曜日アメリカを訪れました。 

I watched TV last night. 私は昨夜テレビを見ました。 
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I had a good time yesterday. 私は昨日楽しい時間を過ごしました。 

He saw a bear on the street. 彼は通りでクマを見ました。 

She bought a cute pen yesterday. 彼女は昨日かわいいペンを買いました。 

I went to Kyoto last year. 私は昨年京都へ行きました。 

They ate sushi last night. 彼らは昨夜スシを食べました。 

He read this book yesterday. 彼は昨日この本を読みました。 

We took some pictures in Tokyo. 私たちは東京でいくつかの写真を撮りました。 

I got to Kyoto this morning. 私は今朝京都に到着しました。 

Did you eat ramen? あなたはラーメンを食べましたか。 

Yes, I did. No, I didn't. はい、私は食べました。 いいえ、私は食べませ

んでした。 

When did you get home? あなたはいつ帰宅しましたか。 

I got home in the afternoon. 私は午後に帰宅しました。 

He didn't clean the room in the evening. 彼は夕方に掃除をしませんでした。 

This town is famous for its apples. この町はりんごで有名です。 

I was a student two years ago. 私は 2 年前学生でした。 

She was a small girl last year. 彼女は去年小さな女の子でした。 

They were not busy yesterday. 彼らは昨日いそがしくありませんでした。 

Were you free last night? あなたは昨夜ひまでしたか。 

Yes, I was. No, I wasn't. はい、私はひまでした。 いいえ、私はひまでは

ありませんでした。 

He wasn't so popular among children. 彼は子供たちの間でそんなに人気がありませんで

した。 

I was studying English then. 私はその時英語を勉強していました。 

They were running in the park then. 彼らはその時公園で走っていました。 

Was she taking a bath then? 彼女はその時ふろに入っていましたか。 

Yes, she was. No, she wasn't. はい、彼女は入っていました。 いいえ、彼女は

入っていませんでした。 

We weren't swimming then. 私たちはその時泳いでいませんでした。 

What were you doing then? あなたはその時何をしていましたか。 

I was watching TV. 私はテレビを見ていました。 

  

 

 


