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英語
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テスト対策

必ず覚えるリスト 1学期

basketball 名：バスケットボール three 3

接：しかし、でも four 4

eat 動：（～を）食べる five 5

but

food 名：食べもの six 6

I 代：私は［が］ seven 7

Japanese 形：日本の eight 8

like 動：（～が）好きである nine 9

love 動：（～が）大好きである ten 10

minus 前：～を引いて eleven 11

music 名：音楽 twelve 12

no 副：いいえ、ううん thirteen 13

not 副：～（で）ない fourteen 14

number 名：数 fifteen 15

octopus 名：タコ sixteen 16

phone 名：電話 seventeen 17

play 動：（スポーツを）する eighteen 18

please 副：どうぞ、お願いします。 nineteen 19

plus 前：～を加えて twenty 20

really 副：本当に thirty 30

right 形：正しい forty 40

soccer 名：サッカー fifty 50

too 副：も、（も）また sixty 60

tuna 名：まぐろ seventy 70

yes 副：はい、そうです eighty 80

you 代：あなた（たち）は［が］ ninety 90

your 代：あなた（たち）の one hundred 100

don't do not a 冠：1つの、1人の

Really? えっ！　ほんと？ about 前：約、およそ

～, right? ～ですよね。 an 冠：1つの、1人の

～, too? ～もまた and 接：と、そして

0 any 形：何か、だれか

phone number 電話番号 animal 名：動物

単語、表現は”英語を見て日本語を答える”、”日本語を見て英語に書く”のどちらも100％暗記する。
暗記できたら、講師から小テストをもらったり、問題を出してもらってください。

two 2 comic 名：マンガ

one 1 cat 名：猫

zero



単語、表現は”英語を見て日本語を答える”、”日本語を見て英語に書く”のどちらも100％暗記する。
暗記できたら、講師から小テストをもらったり、問題を出してもらってください。

clean 動：（～を）掃除する together 副：一緒に

band 名：バンド to 前：～して；　～まで

art 名：芸術、美術 the 冠：あの、その

are 動：～です、～である thank 動：（～に）感謝する

am 動：～です、～である team 名：チーム、部

comic book マンガの本 sweet 名：甘い食べもの

very much たいへん sport 名：スポーツ

sit down 座る sing 動：歌う

stand up 立ち上がる shopping 名：買い物

How about ～? ～はどうですか。 room 名：部屋

hobbies hobby rock 名：ロック［音楽］

write 動：（～を）書く practice 動：（～を）練習する

what 代：何が［を／に］ player 名：選手、演奏家

want 動：（～を）欲しいと思う piano 名：ピアノ

walk 動：歩く painting 名：絵を描くこと

very 副：とても on 前：～に、～の一員で

up 副：上に、上がって of 前：～の

um 間：うーん、いや nice 形：すてきな

two 名・形：2、2つ（の） my 代：私の

stand 動：立つ meet 動：（～に）会う、出会う

sit 動：座る make 動：（～を）作る

run 動：走る live 動：（～に）住んでいる

reading 名：読書 library 名：図書館

read 動：読む in 前：（～の中）に［で］

pet 名：ペット homework 名：宿題

novel 名：小説 hello 間：やあ、こんにちは

name 名：名、名前 guiter 名：ギター

much 副：たくさん、とても go 動：行く

many 形：たくさんの from 前：～から（の）

how 副：どれくらい fan 名：ファン

hobby 名：趣味 everyone 代：みなさん、だれでも

副：下に day 名：日

have 動：持っている every 形：毎～、すべての～

down

dog 名：犬 club 名：クラブ、部
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TV 名：テレビ

動：（～を）見る

week 名：週

watch

Jack ジャック［名］

Smith スミス［姓］

U.S. アメリカ（合衆国）

Sunday 日曜日

Monday 月曜日

Tuesday 火曜日

Wednesday 水曜日

Thursday 木曜日

Friday 金曜日

Saturday 土曜日

aren't are not

I'm I am

you're you are

am［are/ is］ from ～ ～の出身である

am［are/ is］in ～club［on ～t～の一員である

every day 毎日

go shopping 買い物に行く

Let's ～ . ～しましょう。

Nice to meet you. 初めまして。

not very ～ あまり～でない

on＋曜日名 ～曜日に

play the＋楽器名 ～を演奏する、ひく

Thank you. ありがとう。

単語、表現は”英語を見て日本語を答える”、”日本語を見て英語に書く”のどちらも100％暗記する。
暗記できたら、講師から小テストをもらったり、問題を出してもらってください。


