
小学生で覚える英単語 900
個別指導のハル

番号 日本語 英語 読み方
1 図形 figure フィギュア
2 私のもの mine マイン
3 鏡台 dresser ドレッサー
4 それは it イト
5 橙色 orange オゥレンジ
6 バスケットボール basketball バスキットボーㇽ
7 下 down/under ダウン／アンダァ
8 サンゴ coral コーラル
9 正方形 square スクエア

10 与える，(会などを)開く give ギブ
11 鍵 key キィ
12 子ども child/children チャイルド／チルドレン
13 遊ぶ，演奏する play プレイ
14 パイナップル pineapple パイナポゥ
15 ドア door ドォア
16 バナナ banana バァナナ
17 テレビ television テレビジョン
18 ミシン(2単語) sewing machine ソウイングマシン
19 食べる eat イート
20 紅茶（お茶） tea ティー
21 だれの(もの) whose フーズ
22 ドーナツ doughnut ドウナッツ
23 時，～回 time タイム
24 風邪 wind ウィンド
25 ひまな、無料の free フリー
26 8月 August オーガスト
27 弁当箱(2単語) lunch box ランチボックス
28 良い good グッド
29 パンダ panda パンダ
30 1つの an/a/one アン/ア/ワン
31 17(十七) seventeen セブンティーン
32 波 wave ウェイブ
33 背中 back バック
34 靴屋(2単語) shoe store シューストア
35 滞在する stay ステイ



36 1(一) one ワン
37 ～できる、してもよい can キャン
38 誕生日 birthday バースディ
39 11(十一) eleven イレブン
40 彼女のもの hers ハーズ
41 集める collect コレクト
42 醤油(2単語) soy sauce ソイソース
43 うさぎ rabbit ラビット
44 描く（絵を） draw ドロー
45 浅い shallow シャロウ
46 うれしい glad グラッド
47 水たまり puddle パドル
48 どこに where ホェア
49 陸 land ランド
50 6(六) six シックス
51 ライター lighter ライター
52 金曜日 Friday フライディ
53 若い young ヤング
54 ～もまた，～すぎる too トゥー
55 私を me ミー
56 すばらしい，元気な，晴れた fine ファイン
57 本屋 bookstore ブックストア
58 しまうま zebra ゼブラ
59 クモ spider スパイダー
60 スーパーマーケット supermarket スーパーマーケット
61 バット bat バット
62 20(二十) twenty トゥエンティ
63 それ自身 itself イットセルフ
64 ギター guitar ギター
65 赤色 red レッド
66 私たちは we ウイー
67 数学 math マス
68 すべてのもの everything エヴリシン
69 東 east イースト
70 年下の，下級の junior ジュニア
71 前 ago アゴー
72 父 father ファーザー
73 おこる angry アングリィ



74 肉 meat ミート
75 そんなに so ソゥ
76 部屋 room ルーム
77 ここに here ヒア
78 上へ up アップ
79 年 year イヤー
80 薬（飲み薬） medicine メディシン
81 飛行機 airplane/plane エアプレイン／プレイン
82 赤ん坊 baby ベイビー
83 満タンの、いっぱいの full フル
84 はい yes イエス
85 宇宙 space スペイス
86 21(二一) twenty-one トゥエンティ  ワン
87 読む read リード
88 古い old オゥルド
89 夏 summer サマー
90 くしゃみ sneeze スニーズ
91 絵・写真 picture ピクチャー
92 太陽 sun サン
93 机 desk デスク
94 さようなら(2単語) good bye/see yo グッバァイ／シーユー

u
95 30(三十) thirty サーティ
96 食事 meal ミール
97 左 left レフト
98 8(八) eight エイト
99 うし cow カウ

100 パトカー police car ポリスカー
101 中国 China チャイナ
102 メートル meter メータァ
103 みんな everyone エヴリワン
104 ハガキ postcard ポストカード
105 電話機 telephone テレフォン
106 橋 bridge ブリッジ
107 ポット pot ポット
108 トンネル tunnel タンネル
109 医者 doctor ドクター
110 だれか someone サムワン



111 冷たい，寒い cold コーゥルド
112 コンピューター computer コンピューター
113 非常に very ベリー
114 ふつう usually ユージュアリー
115 早い early アーリィ
116 ねこ cat キャット
117 ベッド bed ベッド
118 緑色 green グリーン
119 ずっと，たいへん much マッチ
120 窓 window ウィンドゥ
121 魚 fish フィッシュ
122 白色 white ワイト
123 地震 earthquake アースクエイク
124 チーズ cheese チーズ
125 あなたのもの yours ユアーズ
126 彼らは they ゼィ
127 おはようございます(2単語) good morning グッモーニン
128 娘 daughter ドウタァ
129 使う use ユーズ
130 待つ wait ウェイト
131 洋服タンス wardrobe ワードロゥブ
132 2月 February フェブルァリー
133 こうもり bat バット
134 恥ずかしがりの shy シャイ
135 くじら whale ホエール
136 11月 November ノウベンバー
137 ～時 o’clock オクロック
138 台所 kitchen キッチン
139 きのこ mushroom マッシュルーム
140 ライオン lion ライオン
141 紫色 purple パーポゥ
142 看護士 nurse ナース
143 くらげ jellyfish ジェリーフィッシュ
144 売る sell セル
145 点 dot ドット
146 タクシー taxi タクシィ
147 こと・物 thing シング
148 宿題 homework ホームワーク



149 たくさん lot ロット
150 竹 bamboo バンブー
151 サメ shark シャーク
152 ドングリ acorn エイコン
153 野球帽 cap キャップ
154 テープ tape テイプ
155 歌手 singer シンガー
156 涼しい cool クール
157 おじ uncle アンクル
158 祖父 grandfather グランドファーザー
159 危険 danger デンジャー
160 頬 cheek チーク
161 シャツ（下着） undershirts アンダーシャツ
162 アヒル duck ダック
163 ドイツ Germany ジャーマニィ
164 ガム(2単語) chewing gum チューインガム
165 日記 diary ダイアリー
166 山 mountain マウンテン
167 髪の毛 hair ヘア
168 鼻水 runny nose ラニーノーズ
169 スープ soup スープ
170 かぼちゃ pumpkin パンプキン
171 彼を(に) him ヒム
172 昼 noon ヌーン
173 強い，じょうぶな strong ストロング
174 自動車 car カァ
175 にわとり chicken チキン
176 茶色 brown ブラウン
177 ケチャップ ketchup ケチャップ
178 動く，感動させる move ムーブ
179 コーヒー coffee カーフィー
180 起きる(2単語) get up ゲッタップ
181 市，都会 city シティ
182 もぐら mole モール
183 銀色 silver スィルバー
184 病院 hospital ホスピタル
185 針 needle ニードル
186 森林 forest フォレスト



187 彼(女)らを(に) them ゼム
188 わらう laugh ラフ
189 手袋 glove グロゥブ
190 私の my マイ
191 背の高い tall トール
192 欲しい want ウォン
193 油 oil オイル
194 金持ちの，豊かな rich リッチ
195 年齢，時代 age エイジ
196 (男性)～さん Mr. ミスタァ
197 3月 March マーチ
198 彼(女)ら自身 themselves ゼムセルブス
199 19(十九) nineteen ナインティーン
200 ピザ pizza ピッツァ
201 彼の his ヒズ
202 100(百) one hundred ワン ハンドレット
203 doの過去形 did ディドゥ
204 太い／厚い thick スィック
205 もまた also オルソゥ
206 消しゴム eraser イレイサー
207 彼(女)らの their ゼア
208 質問 question クエスチョン
209 幼稚園 kindergarten キンダガァトン
210 きつつき woodpecker ウッドペッカー
211 名前 name ネイム
212 必要とする need ニード
213 やさしい，気楽に easy イージィ
214 棚 cabinet キャビネット
215 夕食・晩ごはん supper サパー
216 肩 shoulder ショルダー
217 それらは，彼(女)らは they ゼイ
218 空腹の hungry ハングリィ
219 ゆっくりと slowly スロウリィ
220 レストラン restaurant レストラン
221 長靴(2単語) rain boots レインブーツ
222 たこ octopus オクトパス
223 図書館 library ライブラリー
224 消防署 firehouse ファイヤーハウス



225 5(五) five ファイブ
226 くじゃく peacock ピーコック
227 5月 May メイ
228 まつげ eyelash アイラッシュ
229 しばしば often オッフン
230 川 river リバー
231 話す speak/talk スピーク／トーク
232 牛乳 milk ミルク
233 貝 shellfish シェルフィッシュ
234 庭 garden ガーデン
235 ホウレン草 spinach スピナッチ
236 パン屋 bakery ベイカリー
237 ガソリンスタンド(2単語) gas station ガスステイション
238 色 color カラー
239 扇風機(2単語) electric fan イレクトリックファン
240 12月 December ディッセンバー
241 手 hand ハンド
242 野菜 vegetable ベジタボォウ
243 レモン lemon レモン
244 隣 next ネクスト
245 朝食・朝ごはん breakfast ブレックファースト
246 スリッパ slipper スリッパァ
247 すばらしい nice ナイス
248 ほほえむ smile スマイル
249 パジャマ pajamas パジャーマズ
250 暑い／熱い hot/warm ホット／ワーム
251 訪問する visit ビジット
252 みかん(2単語) mandarin orange マンダリンオレンジ
253 40(四十) forty フォーティ
254 男の人 man マン
255 道，方法 way ウェイ
256 カサ umbrella アンブレィラ
257 ごま sesame セサミ
258 その the ザ
259 サクランボ cherry チェリー
260 ケーキ cake ケイク
261 池 pond ポンド
262 港 harbor ハーバァ



263 家族 family ファミリー
264 岩 rock ロック
265 息子 son サン
266 洞窟 cave ケイブ
267 シャベル shovel ショベル
268 70(七十) seventy セブンティ
269 ヤカン kettle ケトル
270 ベッド bed ベッド
271 だれ who フー
272 なす eggplant エッグプラント
273 コック cook クック
274 石けん soap ソープ
275 テーブル table テイボォ
276 シャンプー shampoo シャンプー
277 手紙 letter レター
278 80(八十) eighty エイティ
279 私たちを(に) us アス
280 ～または or オア
281 貧乏な，かわいそうな poor プーア
282 こんばんは(2単語) good evening  グッイブニング
283 得る，着く，乗る get ゲット
284 ノコギリ saw ソウ
285 立方体 cube キューブ
286 プレゼント present プレゼント
287 14(十四) fourteen フォーティーン
288 木 tree トゥリー
289 どういたしまして(3単語) you are welcome ユアウェルカム
290 眼鏡 glasses グラスィズ
291 (女性)～さん Ms. ミス
292 跳ぶ jump ジャンプ
293 潜水艦 submarine サブマリン
294 種 seed シード
295 しかし but バット
296 雪 snow スノウ
297 16(十六) sixteen シクスティーン
298 小さい little/small リロゥ／スモゥル
299 いのしし(2単語) wild boar ワイルドボア
300 マヨネーズ mayonnaise マヨネイズ



301 ハム ham ハム
302 分 minute ミニット
303 ひつじ sheep シープ
304 地図 map マップ
305 日本語 Japanese ジャパニーズ
306 テニス tennis テニス
307 くじゃく peacock ピーコック
308 チョコレート chocolate チョコレイト
309 午前・朝 morning モーニング
310 スカート skirt スカート
311 硬貨 coin コイン
312 すべての all オール
313 海 sea シー
314 できる，有能な able エイブォ
315 住む，生きる live リブ
316 静かな quiet クアイエット
317 ～から from フロム
318 あれらの those ゾーズ
319 雲 cloud クラウド
320 勉強する study スタディー
321 7月 July ジュライ
322 とうもろこし corn コーン
323 土曜日 Saturday サタディ
324 鏡 mirror ミラァ
325 パイロット pilot パイロット
326 パン bread ブレッド
327 携帯電話(2単語) cellular phone セルラァフォン
328 だれでもみな everybody エヴリバディ
329 眠る sleep スリープ
330 くり chestnut チェストナッツ
331 ヒトデ starfish スターフィッシュ
332 私自身を myself マイセルフ
333 洗濯機(2単語) washing machine ウォッシングマシーン
334 スプーン spoon スプーン
335 紙 paper ペイパー
336 夕方 evening イーブニング
337 財布 purse パース
338 ～といっしよに with ウィズ



339 電子レンジ microwave マイクロウェイブ
340 ワニ crocodile クロコダイル
341 多くの many マニー
342 爪切り(2単語) nail clippers ネイルクリッパー
343 時間・時 time タイム
344 ハンカチ handkerchief ハンカチーフ
345 水族館 aquarium アクアリウム
346 町 town タウン
347 壁 wall ウォール
348 ちり取り dustpan ダストパン
349 この this ディス
350 泳ぐ swim スイム
351 指 finger フィンガー
352 注意深い careful ケアフォゥ
353 春 spring スプリング
354 何 what ホワット
355 私たち自身を ourselves アウアセルブス
356 きんぎょ goldfish ゴールドフィッシュ
357 サインペン marker マーカー
358 にんじん carrot キャロット
359 草 grass グゥラス
360 病気で(の) sick シック
361 消防車(2単語) fire truck ファイヤートラック
362 掃除機(2単語) vacuum cleaner バキュームクリーノー
363 アザラシ seal シール
364 南 south サウス
365 うま horse ホース
366 あの that ザット
367 ありがとうございます(2単語) thank you センキュー
368 おぼん tray トレイ
369 日曜日 Sunday サンディ
370 時計 clock クロック
371 細い／薄い thin ティン
372 ボール ball ボール
373 乗る ride ライド
374 ノート notebook ノートブック
375 なく cry クライ
376 ドア door ドーァ



377 血 blood ブラッド
378 忙しい busy ビジィ
379 郵便 mail メイル
380 学ぶ，覚える learn ラーン
381 何も(だれも)～ない none ノン
382 鍋 pot ポット
383 銀行 bank バンク
384 虫 insect/bag インセクト／バグ
385 きれいな clean クリーン
386 サケ salmon サーモン
387 城 castle キャッスル
388 新しい new ニュゥ
389 両方 both ボース
390 脣 lips リップ
391 卵 egg エッグ
392 サンダル sandal サンダル
393 膝 knee ニー
394 球 sphere スフィア
395 霧 fog/mist フォッグ／ミスト
396 トイレットペーパー(2単語) toilet paper トイレットペイパー
397 バケツ bucket バケット
398 カニ crab クラブ
399 アメリカ合衆国 America アメリカ
400 駅 station ステイション
401 北 north ノース
402 エプロン apron エプロン
403 バス bus バス
404 胸 chest チェスト
405 箱 box ボックス
406 コアラ koala コアラ
407 あなたは・あなたたちは you ユー
408 顔 face フェイス
409 氷 ice アイス
410 私たちの our アウア
411 悪寒 chill チル
412 カレンダー calendar カレンダー
413 英語 English イングリッシュ
414 持っている，食べる have ハブ



415 つる crane クレーン
416 病気の ill イル
417 ごめんなさい(3単語) I am sorry アイムソーリー
418 腕時計 watch ウォッチ
419 雨 rain レイン
420 一番良い best ベスト
421 ホッチキス stapler ステイプラー
422 かもめ(2単語) sea gull シーガル
423 きりん giraffe ジラァフ
424 なぜ why ホワイ
425 ラケット racket ラケット
426 はえ fly フライ
427 ベルト belt ベルト
428 置く put プット
429 する do ドゥ
430 時間 hour アワー
431 いす chair チェアー
432 有名な famous フェイマス
433 明るい bright ブライ
434 一番好きな favorite フェイバリット
435 ジャム jam ジャム
436 月曜日 Monday マンディ
437 姉・妹 sister シスター
438 低い low ロウ
439 去る，残す，置いて行く leave リーブ
440 ナイフ knife ナイフ
441 書く write ライト
442 よく，じょうずに well ウェル
443 知っている know ノウ
444 今日 today トゥデイ
445 花 flower フラワー
446 横 side サイド
447 水曜日 Wednesday ウェンズディ
448 本棚 bookshelf ブックシェルフ
449 すでに already オウレディ
450 救急車 ambulance アンビューランス
451 正直な honest オネスト
452 こんにちは(2単語) good afternoon グッアフタヌーン



453 幸福な，楽しい happy ハッピー
454 曇り cloudy クラウディー
455 機会 chance チャンス
456 はかり scale スケイル
457 大工 carpenter カーペンター
458 のり paste ペイスト
459 送る send センド
460 水 water ウォーター
461 とら tiger タイガー
462 ビル building ブィルディング
463 たか hawk ホウク
464 筆 paint brush ペイントブラッシュ
465 ココア cocoa ココア
466 歯ブラシ toothbrush トゥースブラッシュ
467 座る(2単語) sit down シッダウン
468 薬指(2単語) ring finger リングフィンガー
469 西 west ウェスト
470 スパゲッティ spaghetti/pasta スパゲッティ／パスタ
471 地球 earth アース
472 コイ carp カープ
473 水泳 swimming スウィミング
474 巻き尺(2単語) tape measure テイプメジャー
475 事務所 offi ce オフィス
476 時々 sometimes サムタイム
477 桜(2単語) cherry blossom チェリーブロッサム
478 トナカイ reindeer レインディア
479 食べ物 food フード
480 深い deep ディープ
481 彼自身 himself ヒムセルフ
482 床屋 barber バーバー
483 中指(2単語) middle finger ミドルフィンガー
484 興味深い interesting インタレスト
485 てんとうむし ladybug レディバグ
486 自販機(2単語) vending machine ベンディングマシン
487 上 up/over アップ／オーバー
488 靴下 socks ソックス
489 女の子 girl ガール
490 箸 chopsticks チョップスティックス



491 切符 ticket チケット
492 キャンディー candy キャンディー
493 明日 tomorrow トゥモロー
494 今 now ナウ
495 ピアノ piano ピアノゥ
496 机 desk デスク
497 塩 salt ソルト
498 消防士 firefighter ファイヤーファイター
499 学校 school スクール
500 彼は he ヒー
501 木曜日 Thursday サーズディ
502 ボール ball ボール
503 空 sky スカイ
504 ブーツ boots ブーツ
505 松ぼっくり(2単語) pine cone パインコーン
506 試す try トライ
507 ぶどう grape グレイプ
508 飲み物 drink ドリンク
509 ズボン pants/trousers パンツ／ トラーザーズ
510 捕まえる，(列車に)間に合う catch キャッチ
511 動物園 zoo ズー
512 自然 nature ネイチャァ
513 エアコン(2単語) air conditioner エアコンディショナー
514 本 book ブック
515 後で later レイター
516 国 country カントリー
517 ペンチ pliers プライヤーズ
518 ～のそばに、～よって by バイ
519 はと pigeon ピジョン
520 ねじ回し screwdriver スクリュードライバー
521 楽しむ enjoy エンジョイ
522 虹 rainbow レインボゥ
523 灰色 gray グレイ
524 じゃがいも potato ポテイト
525 ソファ sofa ソファ
526 トマト tomato トメイト
527 あれは that ザット
528 大きい big/large ビッグ／ラージ



529 肉屋 butcher ブッチャー
530 火曜日 Tuesday チューズディ
531 オルガン organ オーガン
532 ナプキン napkin ナプキン
533 しか deer ディーア
534 彼女自身 herself ハーセルフ
535 気をつけてね(2単語) take care テイクケア
536 ストーブ heater ヒーター
537 作る，～を～にする make メイク
538 火 fire ファイア
539 首 neck ネック
540 私は I アィ
541 0(ゼロ) zero ゼロ
542 いちご strawberry ストロベリー
543 新聞 newspaper ニュースペイパー
544 硬い hard ハード
545 アリ ant アント
546 道路 road ロゥド
547 タイヤ tire タイア
548 腕 arm アーム
549 彼女は she シー
550 水彩絵の具 watercolor ウォーターカラー
551 高い high ハイ
552 りんご apple アッポゥ
553 月 moon ムーン
554 おやすみなさい(2単語) good night グッナイ
555 10月 October オクトウバー
556 悪い bad バッド
557 警察官 police ポリィス
558 2(ニ) two トゥー
559 生徒 student スチューデント
560 両親 parents ペアレンツ
561 クラス・授業 class クラス
562 私たちのもの ours アウアズ
563 家具 furniture ファニチャー
564 桃色 pink ピンク
565 フランス France フランス
566 明るい light ライト



567 黒板 blackboard ブラックボード
568 ピーマン(2単語) green pepper グリーンペッパー
569 数 number ナンバー
570 ぶた pig ピッグ
571 とかげ lizard リザード
572 1月 January ジャニュアリー
573 (既婚女性)～さん Mrs. ミセス
574 カメ turtle タートル
575 湖 lake レイク
576 暗い，黒い dark ダーク
577 三日月 crescent クレッセント
578 ジュース juice ジュース
579 歩く walk ウォーク
580 ティッシュぺーパー tissue ティシュー
581 耳 ear イアァ
582 たまねぎ onion オニオン
583 郵便局(2単語) post offi ce ポストオフィス
584 船 ship シップ
585 夢 dream ドリーム
586 残念な sorry ソーリー
587 尻 hip ヒップ
588 何も～ない nothing ナッシン
589 オーストラリア Australia オゥストレイリア
590 きゅうり cucumber キューカンバー
591 煙 smoke スモォウク
592 到着する arrive アライブ
593 津波 tsunami ツナミ
594 9月 September セプテンバー
595 さい rhinoceros ライノセラス
596 切手 stamp スタンプ
597 たぬき(2単語) raccoon dog ラクーンドッグ
598 ホットドッグ(2単語) hot dog ホットドッグ
599 親指 thumb サム
600 お風呂 bath バス
601 四角 quadrangle クアドランゴゥ
602 葉 leaf リーフ
603 噴水 fountain ファウンティン
604 衣服 clothes クローゥズ



605 きつね fox フォックス
606 科学 science サイエンス
607 指輪 ring リング
608 メインの夕食・晩ごはん dinner ディナー
609 茶碗 rice bowl ライスボウル
610 すかんく skunk スカンク
611 どぶねずみ rat ラット
612 ゼリー jelly ジェリー
613 バス停(2単語) bus stop バスストップ
614 爪 nail ネイル
615 ～でない not ノット
616 枕 pillow ピロウ
617 空港 airport エアポート
618 定規 ruler ルーラー
619 7(七) seven セブン
620 ～の下に under アンダァ
621 キャベツ cabbage キャベツ
622 親切な kind カインド
623 三角 triangle トライアンゴゥ
624 金色 golden ゴゥルデン
625 人々 people ピープル
626 おにぎり(2単語) rice ball ライスボール
627 何か something サムシン
628 くるみ walnut ウォルナット
629 短い，背が低い short ショート
630 速い fast ファスト
631 浜辺 beach ビーチ
632 アイロン iron アイアン
633 石 stone ストーン
634 店 store/shop ストア／ショップ
635 フライパン(2単語) frying pan フライパン
636 女の人 women ウーマン
637 ネクタイ necktie ネクタイ
638 ホテル hotel ホテル
639 右，権利 right ライト
640 鶏肉 chicken チキン
641 画びょう thumbtack サムタック
642 スポーツ sport スポート



643 カエル frog フロッグ
644 60(六十) sixty シクスティ
645 悲しい sad サッド
646 美しい beautiful ビューティフォゥ
647 それの its イッツ
648 日本 Japan ジャパン
649 砂漠 sand サンド
650 冬 winter ウィンター
651 バッタ grasshopper グラスホッパー
652 ほうき broom ブルーム
653 水筒(2単語) water bottle ウォーターボトゥ
654 秋 autumn オウタムン
655 だれも～ない nobody ノーバディ
656 さる monkey モンキー
657 18(十八) eighteen エイティーン
658 助ける help ヘォプ
659 野球 baseball ベイスボーㇽ
660 だちょう ostrich オストリッチ
661 カバン bag バッグ
662 90(九十) ninety ナインティ
663 はくちょう swan スワン
664 雷 thunder サンダー
665 らくだ camel キャメル
666 好む like ライク
667 暗い dark ダーク
668 日付 date デイト
669 糸（縫い糸） thread スレッド
670 星 star スター
671 母 mother マザー
672 踊る dance ダンス
673 4(四) four フォー
674 プリン pudding プディン
675 飲む drink ドリンク
676 コンビニエンスストア(2単語) convenience stor コンビニエンスストア

e
677 教会 church チャーチ
678 曲線 curve カーブ
679 腹 abdomen アブドォメン



680 涙 tears ティアーズ
681 家を(へ) home ホーム
682 がちょう goose グース
683 親しみやすい friendly フレンドリー
684 秋 fall フォール
685 立つ stand スタンド
686 イルカ dolphin ドルフィン
687 肘 elbow エルボウ
688 頑張ってね(2単語) good luck グッドラック
689 (炊いた)ご飯(2単語) boiled rice ボイルドライス
690 おどろく surprised サプライズドゥ
691 ベビーカー(2単語) baby carriage ベイビーキャリッジ
692 ふくろう owl オウル
693 天気 weather ウェザー
694 月 month マンス
695 歌う sing シング
696 郵便配達人 postman ポストマン
697 野原 field フィールド
698 6月 June ジューン
699 月 month マンス
700 やぎ goat ゴート
701 人気のある popular ポピュラー
702 ごりら gorilla ゴリラ
703 貝がら shell シェル
704 彼(女)らのもの theirs ゼアァズ
705 開ける open オープン
706 ソーセージ sausage ソウセージ
707 前方 front フロント
708 風 wind ウィンド
709 いいえ no ノー
710 3(三) three スリー
711 アサガオ(2単語) morning glory モーニンググローリー
712 遠く far ファー
713 鉛筆 pencil ペンシゥ
714 頭 head ヘッド
715 どちら which ウィッチ
716 床，階 floor フロア
717 まだ(～でない) yet イエット



718 おおかみ wolf ウーフ
719 音楽 music ミュージック
720 遅い slow スロウ
721 線路 railway レイルウェイ
722 色鉛筆(2単語) colored pencil カラードペンシル
723 信号機(2単語) traffi c signal トラフィックシグナル
724 三輪車 tricycle トリスィコゥ
725 ブラウス blouse ブラウス
726 滝 waterfall ウォーターフォール
727 火山 volcano ボルケーノ
728 カンガルー kangaroo カンガルゥー
729 バラ rose ローズ
730 昨日 yesterday イエスタデイ
731 桃 peach ピーチ
732 先生 teacher ティーチャー
733 男の子 boy ボウイ
734 切る cut カット
735 青色 blue ブルー
736 薬局(2単語) drug store ドラッグストア
737 汗 sweat スェット
738 横断歩道 crosswalk クロスウォーク
739 ティーシャツ T-shirts ティーシャツ
740 食器 tableware テイボゥウェア
741 長い long ロング
742 つばめ swallow スワロウ
743 どのくらい how ハウ
744 近く near ニア
745 黒色 black ブラック
746 すいか watermelon ウォーターメロン
747 帽子 hat ハット
748 フォーク fork フォーク
749 止める，止まる stop ストップ
750 ポスト mailbox メイルボックス
751 毎～ every エヴリィ
752 サンドイッチ sandwich サンドウィッチ
753 あなた自身 yourself ユアセルフ
754 部屋 room ルーム
755 兄・弟 brother ブラザー



756 人差し指 forefinger フォアフィンガー
757 デパート(2単語) department store デパートメントストア
758 小指(2単語) little finger リトルフィンガー
759 靴 shoes シューズ
760 私たちは we ウィ
761 自転車 bicycle バイスィコゥ
762 へび snake スネイク
763 いくつかの some サム
764 カップ cup カップ
765 行く go ゴー
766 オウム parrot パロット
767 松 pine パイン
768 人形 doll ドール
769 植物 plant プラント
770 鳥 bird バード
771 これらの these ディーズ
772 砂糖 sugar シュガー
773 後方 rear/back リア／バック
774 押す push プッシュ
775 祖母 grandmother グランドマーザー
776 来る come カム
777 短い short ショート
778 店員・事務員 clerk クラーク
779 夜 night ナイト
780 門 gate ゲイト
781 金づち hammer ハンマー
782 コップ glass グゥラス
783 半分 half ハーフ
784 砂 sand サンド
785 いらっしゃいませ welcome ウェルカム
786 おかしい、おもしろい funny ファニー
787 昼食・昼ごはん lunch ランチ
788 カラス crow クロウ
789 ヒマワリ sunflower サンフラワー
790 年 year イヤー
791 買う buy バイ
792 まゆげ eyebrow アイブロウ
793 まな板(2単語) cutting board カッティングボード



794 会う meet ミート
795 歯磨き粉 toothpaste トゥースペイスト
796 見る see/look シー／ルック
797 オートバイ motorcycle モーターサイコゥ
798 ねずみ mouse マウス
799 村 village ビレッジ
800 ミツバチ bee ビー
801 仕事，作品 work ワーク
802 中庭 yard ヤード
803 9(九) nine ナイン
804 寒い／冷たい cold コールド
805 一輪車 unicycle ユニスィコゥ
806 クレヨン crayon クレヨン
807 タオル towel タオル
808 メロン melon メロン
809 分，ちょっとの間 minute ミニット
810 しろくま(2単語) polar bear ポーラァベア
811 とんぼ dragonfly ドラゴンフライ
812 足 foot フット
813 コンピュータ computer コンピューター
814 サッカー soccer サカー
815 友だち friend フレンド
816 くし comb コム
817 柔らかい soft ソフト
818 ハンバーガー hamburger ハンバーガー
819 ～の上に、～に on オン
820 イス  chair チェアー
821 おもしろいこと fun ファン
822 市民 citizen シチズン
823 場所 place プレイス
824 くま bear ベア
825 ヘリコプター helicopter ヘリコプター
826 午後 afternoon アフタヌーン
827 公園 park パーク
828 一緒に together トゥゲザァ
829 おば aunt アウント
830 ハサミ scissors シザーズ
831 線 line ライン



832 おわん bowl ボウル
833 選手，演奏者 player プレイヤー
834 すぐに soon スーン
835 ネックレス necklace ネックレス
836 釘 nail ネイル
837 わし eagle イーグル
838 黄色 yellow イェロウ
839 バター butter バター
840 走る run ラン
841 クッキー cookie クッキー
842 12(十二) twelve トゥエレブ
843 冷蔵庫 refrigerator リフリッジレイター
844 どうぶつ animal アニマル
845 ～の of オブ
846 かば hippopotamus ヒポポタマス
847 賢い smart スマート
848 すずめ sparrow スパロウ
849 踏切／交差点 crossing クロッシング
850 再び again アゲイン
851 いつも always オールウェイズ
852 トースター toaster トースタァ
853 4月 April エイプリル
854 彼女の her ハー
855 ぞう elephant エレファント
856 家 house ハウス
857 季節 season シーズン
858 骨 bone ボーン
859 あなたの，あなたがたの your ユア
860 そこに there ゼア
861 15(十五) fifteen フィフティーン
862 いぬ dog ドッグ
863 日 day デイ
864 飲む drink ドリンク
865 これは this ディス
866 うるさい noisy ノイズ
867 海藻 seaweed シーウェード
868 洗う wash ウォッシュ
869 地面 ground グラウウンド



870 トラック truck/lorry トラック／ロゥリー
871 布団（寝具） bedding ベディング
872 ～と、そして and アンド
873 鳥の巣 nest ネスト
874 科目，題目 subject サブジェクト
875 10(十) ten テン
876 アイスクリーム(2単語) ice cream アイスクリーム
877 13(十三) thirteen サーティーン
878 セーター sweater スェーター
879 週 week ウィーク
880 ヨーグルト yogurt ヨーグート
881 ほとんど most モスト
882 電車 train トレイン
883 ドライヤー(2単語) blow dryer ブロウドライヤ
884 50(五十) fifty フィフティ
885 チョウ butterfly バタフライ
886 書く，手紙を書く write ライト
887 口 mouth マウス
888 包丁(2単語) kitchen knife キッチンナイフ
889 身体 body ボディ
890 右 right ライト
891 聞く listen リッスン
892 鼻 nose ノーズ
893 ロウソク candle キャンドゥ
894 島 island アイランド
895 目 eye アイ
896 サソリ scorpion スコーピオン
897 りす squirrel スクイーレル
898 ヨット yacht ヨット
899 小学校(2単語) primary school プライマリースクール
900 中学校(2単語) Middle school ミドルスクール


