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１つの ～のまわりに 自転車a around bikeｱ ｱﾗｳﾝﾄﾞ ﾊﾞｲｸ

～について 芸術 鳥about art birdｱﾊﾞｳﾄ ｱｰﾄ ﾊﾞｰﾄﾞ

～できる ～のように 誕生日able as birthdayｴｲﾌﾞﾙ ｱｽﾞ ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ

～を横切って アジア 黒across Asia blackｱｸﾛｰｽ ｴｲｼﾞｬ ﾌﾞﾗｯｸ

～の後に ～をたずねる 青色after ask blueｱﾌﾀｧ ｱｽｸ ﾌﾞﾙｰ

午後 ～で、～に 身体afternoon at bodyｱﾌﾀﾇｰﾝ ｱﾄ ﾊﾞﾃﾞｨ

再び、また 本again ate bookｱｹﾞｲﾝ ｴｲﾄ ﾌﾞｯｸeat(食べる)の過去

年齢、時代 ８月 両方のage August bothｴｲｼﾞ ｵｰｶﾞｽﾄ ﾎﾞｩｽ

（買う)の過去・過分ago aunt boughtｱｺﾞｳ ｱﾝﾄ ﾎﾞｰﾄ～前に おば buy

同意する オーストラリア 箱agree Australia boxｱｸﾞﾘｰ ｵｰｽﾄﾚｲﾘｬ ﾎﾞｯｸｽ

空気 離れて 少年、男の子air away boyｴｱ ｱｳｪｲ ﾎﾞｲ

休けい、～をこわすall baby breakｵｰﾙ ﾍﾞｲﾋﾞｨ ﾌﾞﾚｲｸ全部の 赤ん坊

ほとんど 背中、後ろ 朝食almost back breakfastｵｰﾙﾓｳｽﾄ ﾊﾞｯｸ ﾌﾞﾚｯｸﾌｧｽﾄ

～に沿って 悪い、へた ～を持ってくるalong bad bringｱﾛｰﾝｸﾞ ﾊﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾘﾝｸﾞ

(～をこわす)の過去already bag brokeｵｰﾙﾚﾃﾞｨ ﾊﾞｯｸﾞ ﾌﾞﾛｳｸすでに、もう かばん break

の過去分詞also bank brokenｵｰﾙｿｩ ﾊﾞﾝｸ ﾌﾞﾛｳｸﾝ～もまた 銀行 break

いつも、常に 野球 兄、弟always baseball brotherｵｰﾙｳｪｲｽﾞ ﾍﾞｲｽﾎﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｻﾞｧ

（～を持ってくる)の過、過分am basketball broughtｱﾑ ﾌﾞﾛｳﾄ～である バスケットボールﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ bring

アメリカ 動詞の原形 茶色のAmerica be brownｱﾒﾘｶ ﾋﾞｰ ﾌﾞﾗｳﾝbe

アメリカの・人 美しい ～を建てるAmerican beautiful buildｱﾒﾘｶﾝ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ ﾋﾞﾙﾄﾞ

～の間に 建物among became buildingｱﾏﾝｸﾞ ﾋﾞｹｨﾑ become（～になる）の過去 ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

１つの ～だから バスan because busｱﾝ ﾋﾞｺｰｽﾞ ﾊﾞｽ

～と･･･、そして ～になる 忙しいand become busyｱﾝﾄﾞ ﾋﾞｶﾑ ﾋﾞｽﾞｨ

怒った ベッド しかしangry bed butｱﾝｸﾞﾘｨ ﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾞｯﾄ

動物 の過去分詞 ～を買うanimal been buyｱﾆﾏﾙ ﾋﾞｰﾝ ﾊﾞｲbe

～によって、～のそばにanother before byｱﾅｻﾞｧ ﾋﾞﾌｫｰ ﾊﾞｲもう一つの ～の前に、以前に

答える ケーキanswer began cakeｱﾝｽｧｰ ﾋﾞｷﾞｬﾝ ｹｲｸbegin（～を始める）の過去

いくつかの、少しも 呼ぶ、電話をかけるany begin callｴﾆｨ ﾋﾞｷﾞﾝ ｺｰﾙ～を始める

（来る）の過去anyone begun cameｴﾆﾜﾝ ﾋﾞｶﾞﾝ ｹｲﾑだれか、だれも begin（～を始める）の過去分詞 come

何か、何も 信じる ～できるanything believe canｴﾆｽｨﾝｸﾞ ﾋﾞﾘｰｳﾞ ｷｬﾝ

４月 カナダApril best Canadaｴｲﾌﾟﾘﾙ ﾍﾞｽﾄ ｷｬﾅﾀﾞ最も良い[ の最上級]good, well

よりよい (～できない)の短縮are better can'tｱｰ ﾍﾞﾀｧ ｷｬﾝﾄ～である [ の比較級]good, well can not

腕 ～の間に 車arm between carｱｰﾑ ﾋﾞﾄｩｳｨｰﾝ ｶｰ

到着する 大きい カードarrive big cardｱﾗｲﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ｶｰﾄﾞ
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世話、注意 ～をおおう 運転手care cover driverｹｱ ｶｳﾞｧ ﾄﾞｩﾗｲｳﾞｧ

注意深い 叫ぶ、泣く ～の間ずっとcareful cry duringｹｱﾌｧﾙ ｸﾗｲ ﾃﾞｭｱﾘﾝｸﾞ

～を運ぶ カップ、茶わん おのおの、各自carry cup eachｷｬﾘｨ ｶｯﾌﾟ ｲｰﾁ

ネコ ～を切る 耳cat cut earｷｬｯﾄ ｶｯﾄ ｲｱ

～をつかまえる 文化 早いcatch culture earlyｷｬｯﾁ ｶﾙﾁｬ ｱｰﾘｨ

ダンス、踊る 地球、大地caught dance earthｺｰﾄ ﾀﾞﾝｽ ｱｰｽcatch .(つかまえる)の過 過分

いす 危険な 容易な、やさしいchair dangerous easyﾁｪｱ ｲｰｽﾞｨﾃﾞｲﾝｼﾞｬﾗｽ

機会、チャンス 娘 容易にchance daughter easilyﾁｬｰﾝｽ ﾄﾞｰﾀｧ ｲｰｽﾞｨﾘｨ

～を変える 日、昼間 ( )change day *^_^*ﾁｪｲﾝｼﾞ ﾃﾞｲ ( ) *^_^*

子ども 死んでいる 食べるchild dead eatﾁｬｲﾙﾄﾞ ﾃﾞｯﾄﾞ ｲｰﾄ

（子ども）の複数 (食べる)の過去分詞children dear eatenﾁﾙﾄﾞﾚﾝ ﾃﾞｨｱ ｲｰﾄｩﾝchild eat親愛な

中国 １２月 第８のChina December eighthﾁｬｲﾅ ｴｲﾄｩｽﾃﾞｨｯｾﾝﾊﾞｧ

（ ）Chinese deep eitherﾁｬｲﾆｰｽﾞ ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｲｰｻﾞｧ中国の、中国人 深い どちらの ～でも

選ぶ おいしい １１choose dericious elevenﾁｭｰｽﾞ ﾃﾞﾘｼｬｽ ｲﾚｳﾞﾝ

市、都市 机 第１１city desk eleventhｽｨﾃｨ ﾃﾞｽｸ ｲﾚｳﾞﾝｽ

クラス、授業 辞書、辞典 電子メールclass dictionar e-mailｸﾗｽ ｲｰﾒｲﾙﾃﾞｨｸｼｮﾈﾘｨ

の過去形 終わりclean did endｸﾘｰﾝ ﾃﾞｨﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ清潔な、きれいにする do,does

～を登る の短縮形 英国climb didn't Englandｸﾗｲﾑ ﾃﾞｨﾄﾞｩﾝﾄ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞdid not

雲 死ぬ イギリスの、英語cloud die Englishｸﾗｩﾄﾞ ﾀﾞｲ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

くもった 違い ～を楽しむcloudy difference enjoyｸﾗｳﾃﾞｨ ｴﾝｼﾞｮｲﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｽ

閉じる、終わる 異なった 十分なclose different enoughｸﾛｩｽﾞ ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝﾄ ｲﾅﾌ

近い、接近した 困難な ～でさえもclose difficult evenｸﾛｳｽ ﾃﾞｨﾌｨｶﾙﾄ ｲｰｳﾞﾝ

クラブ、部 夕食、晩さん会 夕方club dinner eveningｸﾗﾌﾞ ﾃﾞｨﾅｧ ｲｰｳﾞﾆﾝｸﾞ

寒い、かぜ 皿、料理 かつて、今までにcold dish everｺｩﾙﾄﾞ ﾃﾞｨｯｼｭ ｴｳﾞｧ

色 ～をする どの～もすべてcolor do everyｶﾗｧ ﾄﾞｩ ｴｳﾞﾘ

来る 医者 だれでも、みんなcome doctor everyoneｶﾑ ﾀﾞｸﾀｧ ｴｳﾞﾘﾜﾝ

コンピュータ の３単現 何でもcomputer does everythingｺﾝﾋﾟｭｰｳﾀｧ ﾀﾞｽﾞ do ｴｳﾞﾘｽｨﾝｸﾞ

料理 の短縮形 例cooking doesn't exampleｸｯｷﾝｸﾞ ﾀﾞｽﾞﾝﾄ does not ｲｸﾞｻﾞﾝﾌﾟﾙ

涼しい 犬 興奮したcool dog excitingｸｰﾙ ﾄﾞｰｸﾞ ｲｸｻｲﾃｨﾝｸﾞ

の短縮 ～を許すcook don't excuseｸｯｸ ﾄﾞｳﾝﾄ ｲｸｽｷｭｰｽﾞ～を料理する 料理する人, do not

角、曲がり角 戸、ドア 目corner door eyeｺｰﾅｧ ﾄﾞｱ ｱｲ

下へ 顔、～に面するcould down faceｸｯﾄﾞ ﾀﾞｳﾝ ﾌｪｲｽcan（できる）の過去形

国、いなか 夢 事実country dream factｶﾝﾄｩﾘｨ ﾄﾞｩﾘｰﾑ ﾌｧｸﾄ

進路、コース ～を飲む 失敗するcourse drink failｺｰｽ ﾄﾞｩﾘﾝｸ ﾌｪｲﾙ
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落ちる、秋 偉大な、大きいfall football greatﾌｫｰﾙ ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ｸﾞﾚｲﾄ（イギリス）サッカー

有名な ～のために 緑色のfamous for greenﾌｪｲﾏｽ ﾌｫｱ ｸﾞﾘｰﾝ

家族 外国の 集団、グループfamily foreign groupﾌｧﾐﾘｨ ﾌｫｰﾘﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟ

成長する、～を栽培するfan forest growﾌｧﾝ ﾌｫﾚｽﾄ ｸﾞﾛｳファン、愛好者 森、森林

遠い、遠くに ～を忘れる ～を推測するfar forget guessﾌｧｰ ﾌｫｹﾞｯﾄ ｹﾞｽ

農場 ４０ ギターfarm forty guitarﾌｧｰﾑ ﾌｫｰﾃｨ ｷﾞﾀｰ

(見つける)の過、過分 の過去・過去分詞farmer found hadﾌｧｰﾏｧ ﾌｧｳﾝﾄﾞ ﾊﾄﾞ農業をする人 find have

速い ４ 髪の毛fast four hairﾌｧｰｽﾄ ﾌｫｰ ﾍｱ

父 １４ 半分father fourteen halfﾌｧｰｻﾞｰ ﾌｫｰﾃｨｰﾝ ﾊｰﾌ

お気に入りの 第４ 手favorite fourth handﾌｪｲｳﾞｧﾘｯﾄ ﾌｫｰｽ ﾊﾝﾄﾞ

２月 自由な 起こるFebruary free happenﾌｪﾌﾞﾙｴﾘｨ ﾌﾘｰ ﾊﾌﾟﾝ

楽しい、うれしいfeel Friday happyﾌｨｰﾙ ﾌﾗｲﾃﾞｨ ﾊﾋﾟｨ～を感じる 金曜日

（足）の複数 友だち 熱心に、難しいfeet friend hardﾌｨｰﾄ ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞfoot

～から の３単現fell from hasﾌｪﾙ ﾌﾛﾑ ﾊｽﾞfall(落ちる)の過去 have

～を持っている、食べるfelt full haveﾌｪﾙﾄ ﾌﾙ ﾊﾌﾞfeel(感じる)の過去 いっぱいの

祭り、祝祭 楽しみ 彼はfestival fun heﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾌｧﾝ ﾋｰ

未来の 頭few future headﾌｭｰ ﾌｭｰﾁｬ ﾍｯﾄﾞ少数の、ほとんどない

～が聞こえる、聞くfield game hearﾌｨｰﾙﾄﾞ ｹﾞｲﾑ ﾋｱ野原、畑 試合、ゲーム

（聞こえる）の過去、過去分詞fifteen gave heardﾌｨﾌﾃｨｰﾝ ｹﾞｲｳﾞ ﾊｰﾄﾞ１５ give（与える）の過去 hear

（持つ）の過去、過去分詞fifth get heldﾌｨﾌｽ ｹﾞｯﾄ ﾍﾙﾄﾞ第５ ～を得る hold

やあ、こんにちはfifty girl helloﾌｨﾌﾃｨ ｶﾞｰﾙ ﾍﾛｳ５０ 女の子

最後に ～を与える 助けるfinally give helpﾌｧｲﾅﾘｨ ｷﾞｳﾞ ﾍﾙﾌﾟ

～を見つける 彼女のfind given herﾌｧｲﾝﾄﾞ ｷﾞｳﾞﾝ ﾊｰgive(与える)の過去分詞

うれしい ここに、ここへfine glad hereﾌｧｲﾝ ｸﾞﾗｯﾄﾞ ﾋｱすばらしい、天気がよい

指 ガラス、コップ 彼女のものfinger glass hersﾌｨﾝｶﾞｧ ｸﾞﾗｰｽ ﾊｰｽﾞ

～を終える 行く やあ、おいfinish go hiﾌｨﾆｯｼｭ ｺﾞｰ ﾊｲ

火 高いfire gone highﾌｧｲｱ ｺﾞｰﾝ ﾊｲgo（行く）の過去分詞

第一の、最初に よい、じょうずな 彼をfirst good himﾌｧｰｽﾄ ｸﾞｯﾄﾞ ﾋﾑ

５ さようなら 彼の、彼のものfive goodbye hisﾌｧｲｳﾞ ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞｲ ﾋｽﾞ

花 歴史flower got historyﾌﾗｳｧ ｶﾞｯﾄ ﾋｽﾄﾘｨget（得る）の過去、過去分詞

～を持つfly gotten holdﾌﾗｲ ｶﾞﾄｩﾝ ﾎｳﾙﾄﾞ飛ぶ、飛行機で行く get（得る）の過去分詞の１つ

～の後に続く 祖父 家庭、家follow grandfather homeﾌｫﾛｩ ﾎｳﾑｸﾞﾗﾝﾌｧｻﾞｰ

食べ物 祖母 宿題food grandmother homeworkﾌｰﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾏｻﾞｰ ﾎｩﾑﾜｰｸ

足 地面、大地 休日foot ground holidayﾌｯﾄ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ﾎﾘﾃﾞｲ
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～を望む 運、幸運hope knew luckﾎｳﾌﾟ ﾆｭｰ ﾗｯｸknow（知る）の過去

病院 知る、知っている 昼食hospital know lunchﾊｽﾋﾟﾄｩﾙ ﾉｳ ﾗﾝﾁ

（作る）の過去、過去分詞hot known madeﾎｯﾄ ﾉｳﾝ ﾒｲﾄﾞ暑い、熱い know（知る）の過去分詞 make

ホテル 親切な、種類 ～を作るhotel kind makeﾎｩﾃﾙ ｶｲﾝﾄﾞ ﾒｲｸ

１時間 台所 男hour kitchen manｱｳｧ ｷﾁﾝ ﾏﾝ

家 朝鮮 多数のhouse Korea manyﾊｳｽ ｺﾘｰｱ ﾒﾆｨ

湖 ３月how lake Marchﾊｳ ﾚｲｸ ﾏｰﾁどうやって、どれほど

１００ 陸地、土地 市場hundred land marketﾊﾝﾄﾞｩﾚｯﾄﾞ ﾗﾝﾄﾞ ﾏｰｹｯﾄ

空腹な、飢えた 言語 ５月hungry language Mayﾊﾝｸﾞﾘｨ ﾒｲﾗﾝｸﾞｩｪｯｼﾞ

～してもよい、かもしれないI large mayｱｲ ﾗｰｼﾞ ﾒｲ私は 大きい

考え 最後の、この前の たぶん、おそらくidea last maybeｱｲﾃﾞｨｱ ﾗｽﾄ ﾒｲﾋﾞｰ

もし～なら 遅い、遅れて 私を、私にif late meｲﾌ ﾚｲﾄ ﾐｰ

の短縮形 より遅い、後で ～を意味するI'm later meanｱｲﾑ ﾚｲﾀｧ ﾐｰﾝI am

会う、～を出迎えるimportant laugh meetｲﾝﾎﾟｰﾀﾝﾄ 重要な 笑うﾗﾌ ﾐｰﾄ

～の中に 学ぶ 一員in learn memberｲﾝ ﾗｰﾝ ﾒﾝﾊﾞｧ

（男）の複数形interested leave menｲﾝﾀﾚｽﾃｨｯﾄﾞ 興味を持った ﾘｰｳﾞ ﾒﾝ～を去る、～を残す man

おもしろい １００万interesting left millionｲﾝﾀﾚｽﾃｨﾝｸﾞ ﾚﾌﾄ ﾐﾘｮﾝleave（～を去る）の過去、過去分詞

インターネット 左の 牛乳Internet left milkｲﾝﾀﾈｯﾄ ﾚﾌﾄ ﾐﾙｸ

～の中へ 脚（あし） 私のものinto leg mineｲﾝﾄｩ ﾚｯｸﾞ ﾏｲﾝ

～である 課、授業 分、瞬間is lesson minuteｲｽﾞ ﾚｽﾝ ﾐﾆｯﾄ

の短縮形 ～しよう ～をしそこなうisn't let's missｲｽﾞﾝﾄ ﾚｯﾂ ﾐｽis not

それは 手紙 月曜日it letter Mondayｲｯﾄ ﾚﾀｧ ﾏﾝﾃﾞｨ

その、それの 図書館 お金its library moneyｲｯﾂ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｨ ﾏﾆｨ

の短縮形 生命、生活 月、１ヶ月it's life monthｲｯﾂ ﾗｲﾌ ﾏﾝｽit is

より多くの、もっとJanuary light moreｼﾞｬﾆｭｴﾘｨｰ １月 軽いﾗｲﾄ ﾓｰ

日本 朝、午前Japan like morningｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾗｲｸ ﾓｰﾆﾝｸﾞ～を好む、～のような

最も多くの、たいていのJapanese line mostｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ 日本の、日本人 線ﾗｲﾝ ﾓｩｽﾄ

～に加わる 聴く 母join listen motherｼﾞｮｲﾝ ﾘｽﾝ ﾏｻﾞｧ

７月 山July little mountainｼﾞｭﾗｲ ﾘﾄｩﾙ ﾏｳﾝﾃﾝ小さい、ほとんどない

６月 住む、生きる 口June live mouthｼﾞｭｰﾝ ﾘｳﾞ ﾏｳｽ

年下の、若いほうの ～さん、先生（男性）junior long Mr.ｼﾞｭｰﾆｬ ﾛｰﾝｸﾞ ﾐｽﾀｧ長い

～さん、先生（既婚女性）just look Mrs.ｼﾞｬｽﾄ ﾙｯｸ ﾐｽｨｽﾞちょうど 見る、見える

～さん、先生（女性）keep lot Ms.ｷｰﾌﾟ ﾛｯﾄ ﾐｽﾞ～を持ち続ける たくさん

～を殺す 愛、～を愛する ～山kill love Mt.ｷﾙ ﾗﾌﾞ ﾏｳﾝﾄ
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多量の しばしば 計画、予定much often planﾏｯﾁ ｵｰﾌﾝ ﾌﾟﾗﾝ

博物館 おお、まあ 飛行機museum oh planeﾐｭｽﾞｨｱﾑ ｵｳ ﾌﾟﾚｲﾝ

音楽 よろしい 遊ぶ、～をするmusic OK playﾐｭｰｽﾞｨｯｸ ｵｳｹｲ ﾌﾟﾚｲ

年とった、古い 競技者must old playerﾏｽﾄ ｵｳﾙﾄﾞ ﾌﾟﾚｲｱ～しなければならない

どうぞ、～を喜ばせるmy on pleaseﾏｲ ｵﾝ ﾌﾟﾘｰｽﾞ私の ～の上に

名前 １つ 貧乏なname one poorﾈｲﾑ ﾜﾝ ﾌﾟｱ

自然 かつて、一度 警察nature once policeﾈｲﾁｬ ﾜﾝｽ ﾎﾟﾘｰｽ

人気のある、流行のnear oneself popularﾆｱ ﾜﾝｾﾙﾌ ﾊﾟﾋﾟｭﾗｧ近い、～の近くに 自分自身で

～をつむ、拾い上げるneck only pickﾈｯｸ ｵﾝﾘｨ ﾋﾟｯｸ首 ただ１つの

～を必要とする ～を開く ( )need open *^_^*ﾆｰﾄﾞ ｵｳﾌﾟﾝ ( ) *^_^*

決して～ない 練習するnever or practiceﾈｳﾞｧ ｵｰ ﾌﾟﾗｸﾃｨｽまたは、さもないと

プレゼント、贈り物new order presentﾆｭｰ ｵｰﾀﾞｧ ﾌﾟﾚｽﾞﾝﾄ新しい ～を命じる

ニュース ほかの きれいなnews other prettyﾆｭｰｽﾞ ｱｻﾞｧ ﾌﾟﾘﾃｨ

新聞 私たちの 問題newspaper our problemﾆｭｰｽﾞﾍﾟｲﾊﾟｧ ｱｳｧ ﾌﾟﾗﾌﾞﾚﾑ

次の、となりの 私たちのもの ～を置くnext ours putﾈｸｽﾄ ｱｳｱｽﾞ ﾌﾟｯﾄ

よい 外へ（に） 質問、問題nice out questionﾅｲｽ ｱｳﾄ ｸｳｪｽﾁｮﾝ

夜 外側 速く、急いでnight outside quicklyﾅｲﾄ ｱｳﾄｻｲﾄﾞ ｸｩｲｯｸﾘｨ

９ ～の上に、～以上 雨、雨が降るnine over rainﾅｲﾝ ｵｳｳﾞｧ ﾚｲﾝ

１９ 自分自身の 雨降りのnineteen own rainyﾅｲﾝﾃｨｰﾝ ｵｳﾝ ﾚｲﾆｰ

（走る）の過去ninth paint ranﾅｲﾝｽ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾗﾝ第９ 絵の具、～を描く run

いいえ 紙 ～を読むno paper readﾉｳ ﾍﾟｲﾊﾟｧ ﾘｰﾄﾞ

正午 許し 用意ができたnoon pardon readyﾇｰﾝ ﾊﾟｰﾄﾞｩﾝ ﾚﾃﾞｨ

鼻 親 本当にnose parent reallyﾉｩｽﾞ ﾍﾟｱﾚﾝﾄ ﾘｧﾘｨ

～ない 公園 赤いnot park redﾉｯﾄ ﾊﾟｰｸ ﾚｯﾄﾞ

ノート 部分、役割 ～を思い出すnotebook part rememberﾉｳﾄﾌﾞｯｸ ﾘﾒﾝﾊﾞｧﾊﾟｰﾄ

何も～ない パーティー、会 レストランnothing party restaurantﾅｯｽｨﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾃｨ ﾚｽﾄﾗﾝﾄ

１１月 平和 帰る、～を返すNovember peace returnﾉｳｳﾞｪﾝﾊﾞｧ ﾋﾟｰｽ ﾘﾀｰﾝ

今、さあ ペン 米、ご飯now pen riceﾅｳ ﾍﾟﾝ ﾗｲｽ

数、番号 えんぴつ ～に乗るnumber pencil rideﾅﾝﾊﾞｧ ﾍﾟﾝｽﾙ ﾗｲﾄﾞ

１０月 人々 右、正しいOctober people rightｱｸﾄｳﾊﾞｧ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ ﾗｲﾄ

～時 ピアノ のぼる、起きるo'clock piano riseｵｸﾗｯｸ ﾋﾟｱﾉｩ ﾗｲｽﾞ

～の、～の中で 絵、写真 川of picture riverｵﾌ ﾋﾟｸﾁｬ ﾘｳﾞｧ

離れて 一つの、一切れの 部屋off piece roomｵｰﾌ ﾋﾟｰｽ ﾙｰﾑ

役所、事務所 場所 走るoffice place runｵｰﾌｨｽ ﾌﾟﾚｲｽ ﾗﾝ
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悲しい すわる ～を始めるsad sit startｻｯﾄﾞ ｽｨｯﾄ ｽﾀｰﾄ

６ 駅said six stationｾｯﾄﾞ ｽｨｯｸｽ ｽﾃｲｼｮﾝsay(言う)の過去、過去分詞

同じ １６ 滞在するsame sixteen stayｾｲﾑ ｽﾃｲｽｨｯｸｽﾃｨｰﾝ

６番目 まだsat sixth stillｻｯﾄ ｽｨｯｸｽｽ ｽﾃｨﾙsit(すわる)の過去、過去分詞

土曜日 スキーをする ～を止めるSaturday ski stopｻﾀﾃﾞｨ ｽｷｰ ｽﾄｯﾌﾟ

～を救う 空 店save sky storeｾｲｳﾞ ｽｶｲ ｽﾄｰ

眠る 物語saw sleep storyｿｰ ｽﾘｰﾌﾟ ｽﾄｰﾘｨsee（見る）の過去

～と言う 遅く、ゆっくり 通りsay slowly streetｾｲ ｽﾛｳﾘｨ ｽﾄｩﾘｰﾄ

学校 小さい 強いschool small strongｽｸｰﾙ ｽﾓｰﾙ ｽﾄｩﾛｰﾝｸﾞ

科学、理科 ほほえむ 生徒、学生science smile studentｻｲｴﾝｽ ｽﾏｲﾙ ｽﾃｭｰﾃﾞﾝﾄ

海 雪、雪が降る 勉強する、勉強sea snow studyｽｨｰ ｽﾉｳ ｽﾀﾃﾞｨ（ をつけて）the

季節 雪の降る そのようなseason snowy suchｽｨｰｽﾞﾝ ｽﾉｳｲ ｻｯﾁ

２番目、秒 それほど、それで 夏second so summerｾｶﾝﾄﾞ ｿｰ ｻﾏｧ

～を見る サッカー 太陽see soccer sunｽｨｰ ｻｶｧ ｻﾝ

日曜日seen sold Sundayｽｨｰﾝ ｿｳﾙﾄﾞ ｻﾝﾃﾞｨsee sell（見る）の過去分詞 （売る）の過去、過去分詞

～を売る いくつかの 快晴のsell some sunnyｾﾙ ｻﾑ ｻﾆｨ

驚いて、びっくりしてsend someone surprisedｾﾝﾄﾞ ｻﾑﾜﾝ～を送る だれか ｻﾌﾟﾗｲｽﾞド

確信して、もちろんsent something sureｾﾝﾄ ｼｭｱsend（送る）の過去、過去分詞 ｻﾑｽｨﾝｸﾞ 何か

９月 ときどき 泳ぐSeptember sometimes swimｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｧ ｻﾑﾀｲﾑｽﾞ ｽｳｨﾑ

７ 息子 水泳seven son swimingｾｳﾞﾝ ｻﾝ ｽｩｨﾐﾝｸﾞ

１７ 歌 テーブルseventeen song tableｾｳﾞﾝﾃｨｰﾝ ｿｰﾝｸﾞ ﾃｲﾌﾞﾙ

～を取る、連れて行くseventh soon takeｾｳﾞﾝｽ ｽｰﾝ ﾃｲｸ第７ まもなく、すぐに

（～を取る）の過去分詞several sound takenｾｳﾞｪﾗﾙ ｻｳﾝﾄﾞ ﾃｲｸﾝいくつかの ～のように聞こえる take

彼女は 残念に思って 話すshe sorry talkｼｰ ｿﾘ ﾄｰｸ

話す 背の高いshall speak tallｼｬﾙ ｽﾋﾟｰｸ ﾄｰﾙ～だろう、～させる

（教える）の過去、過去分詞shop special taughtｼｮｯﾌﾟ ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾄｰﾄ店、買い物をする 特別の teach

買い物 演説、スピーチ 茶shopping speech teaｼｬｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽﾋﾟｰﾁ ﾃｨ

短い ～を教えるshort spend teachｼｮｰﾄ ｽﾍﾟﾝﾄﾞ ﾃｨｰﾁ過ごす （お金を）使う、

先生should spoke teacherｼｭｯﾄﾞ ｽﾎﾟｳｸ ﾃｨｰﾁｬｰ～だろう、～すべきである speak（話す）の過去

大声で言う、叫ぶ チームshout spoken teamｼｬｳﾄ ｽﾎﾟｳｸﾝ ﾃｨｰﾑspeak（話す）の過去分詞

～を見せる 運動、スポーツ 電話show sport telephoneｼｮｳ ｽﾎﾟｰﾄ ﾃﾚﾌｫｳﾝ

病気の 春 ～を話す、教えるsick spring tellｽｨｯｸ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾃﾙ

立つ １０since stand tenｽｨﾝｽ ｽﾀﾝﾄﾞ ﾃﾝ～以来、～してから

姉、妹 星 テニスsister star tennisｽｨｽﾀｧ ｽﾀｰ ﾃﾆｽ
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第１０ 戦争tenth took warﾃﾝｽ ﾄｩｯｸ ｳｫｰtake（～を取る）の過去

～より 頂上、トップ 暖かいthan top warmｻﾞﾝ ﾄｯﾌﾟ ｳｫｰﾑ

～に感謝する 町 の過去形thank town wasｻﾝｸ ﾀｳﾝ ﾜｽﾞ am , is

腕時計、～をじっと見るthat traditional watchｻﾞｯﾄ ﾜｯﾁあれは、あの 伝統ﾄｩﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

の短縮形 列車 水that's train waterｻﾞｯﾂ ﾄｩﾚｲﾝ ｳｫｰﾀｧthat is

その 旅行、旅行する 道、方法the travel wayｻﾞ ﾄｩﾗｳﾞｪﾙ ｳｴｲ

彼らの、それらの 木 私たちはtheir tree weｾﾞｱ ﾃｩﾘｰ ｳｲ

彼らのもの 旅行 ～を着ているtheirs trip wearｾﾞｱｽﾞ ﾄｩﾘｯﾌﾟ ｳｴｱ

彼らを、それらを 試みる、努力する の短縮形them try we'reｾﾞﾑ ﾄｩﾗｲ ｳｨｱ we are

火曜日 天気then Tuesday weatherｾﾞﾝ ｳｪｻﾞｧそのとき、それから ﾃｭｰｽﾞﾃﾞｨ

そこに、そこへ ～を回す、順番 水曜日there turn Wednesdayｾﾞｱ ﾀｰﾝ ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨ

これらは 第１２ 週these twelfth weekｽﾞｨｰｽﾞ ﾄｩｪﾙﾌｽ ｳｨｰｸ

彼らは、それらは １２ 週末they twelve weekendｾﾞｲ ﾄｩｳｪﾙｳﾞ ｳｲｰｸｴﾝﾄﾞ

の短縮形 第２０ ～を歓迎するthey're twentieth welcomeｾﾞｱ ｳｪﾙｶﾑthey are ﾄｩｪﾝﾃｨｪｽ

物、事 ２０ よく、じょうずにthing twenty wellｽｨﾝｸﾞ ﾄｩｳｴﾝﾃｨ ｳｴﾙ

（行く）の過去think twice wentｼﾝｸ ﾄｩﾜｲｽ ｳｪﾝﾄ～と思う ２回、２度 go

３番目の ２ の過去形third two wereｻｰﾄﾞ ﾄｩｰ ﾜｰ are

１３ おじ くじらthirteen uncle whaleｻｰﾃｨｰﾝ ｱﾝｸﾙ ﾌｩｴｲﾙ

３０ ～の下に 何thirty under whatｻｰﾃｨ ｱﾝﾀﾞｧ ﾜｯﾄ

これは ～を理解する の短縮形this understand what'sﾃﾞｨｽ ﾜｯﾂｱﾝﾀﾞｽﾀﾝﾄﾞ what is

いつ、～するときにthose until whenｿﾞｩｽﾞ ｱﾝﾃｨﾙ ﾎｴﾝあれらは ～まで

上に どこに、どこへthought up whereｿｰﾄ ｱｯﾌﾟ ﾌｳｪｱthink（考える）の過去、過去分詞

私たちを（に） どちらのthousand us whichｻｩｻﾞﾝﾄﾞ 1,000 ｱｽ ﾌｲｯﾁ

３ ～を使う ～のあいだthree use whileｽﾘｰ ﾕｰｽﾞ ﾌﾜｲﾙ

役に立つ 白いthrough useful whiteｽﾙｰ ﾕｰｽﾌｧﾙ ﾌﾜｲﾄ～を通して、～じゅう

木曜日 だれ、だれがThursday usually whoｻｰｽﾞﾃﾞｲ ﾕｰｼﾞｭｱﾘｨ ﾌｰいつもは、ふつうは

時、時間 休暇 だれのtime vacation whoseﾀｲﾑ ﾌｰｽﾞｳﾞｧｹｲｼｮﾝ

疲れた 非常に なぜ、どうしてtired very whyﾀｲｱﾄﾞ ﾍﾞﾘｰ ﾌﾜｲ

～に 訪問する ～だろうto visit willﾄｩ ｳﾞｨｽﾞｨｯﾄ ｳｲﾙ

今日 村 勝つ、～を得るtoday village winﾄｩﾃﾞｲ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ｳｲﾝ

いっしょに ボランティア 風together volunteer windﾄｩｹﾞｻﾞｧ ｳｨﾝﾄﾞｳﾞｧﾗﾝﾃｨｱ

待つ 風の吹くtold wait windyﾄｳﾙﾄﾞ ｳｴｲﾄ ｳｨﾝﾃﾞｨtell（話す）の過去、過去分詞

明日 歩く、散歩 窓tomorrow walk windowﾄｩﾏﾛｳ ｳｫｰｸ ｳｨﾝﾄﾞｳ

～がほしい 冬too want winterﾄｩｰ ｳｵﾝﾄ ｳｨﾝﾀｧ～もまた、あまりに～すぎて
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～といっしょにwith ｳｲｽﾞ

～なしでwithout ｳｲｻﾞｩﾄ

女性woman ｳﾏﾝ

すばらしいwonderful ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ

の短縮形won't ｳｫｳﾝﾄ will not

木材、木wood ｳｯﾄﾞ

語、単語word ﾜｰﾄﾞ

働くwork ﾜｰｸ

世界world ﾜｰﾙﾄﾞ

心配するworry ﾜｰﾘｨ

の過去形would ｳｯﾄﾞ will

書く、手紙を書くwrite ﾗｲﾄ

悪い、間違ったwrong ﾛｰﾝｸﾞ

（書く）の過去wrote ﾛｳﾄ write

年、歳year ｲｱ

黄色いyellow ｲｪﾛｳ

はいyes ｲｴｽ

昨日yesterday ｲｴｽﾀﾃﾞｨ

(否定)まだ、(疑問)もうyet ｲｴｯﾄ

あなたはyou ﾕｰ

若いyoung ﾔﾝｸﾞ

あなたのyour ﾕｱ

の短縮形you're ﾕｱ you are

あなた（たち）のものyours ﾕｱｽﾞ

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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ｱ ｱﾗｳﾝﾄﾞ ﾊﾞｲｸa around bike

ｱﾊﾞｳﾄ ｱｰﾄ ﾊﾞｰﾄﾞabout art bird

ｴｲﾌﾞﾙ ｱｽﾞ ﾊﾞｰｽﾃﾞｲable as birthday

ｱｸﾛｰｽ ｴｲｼﾞｬ ﾌﾞﾗｯｸacross Asia black

ｱﾌﾀｧ ｱｽｸ ﾌﾞﾙｰafter ask blue

ｱﾌﾀﾇｰﾝ ｱﾄ ﾊﾞﾃﾞｨafternoon at body

ｱｹﾞｲﾝ ｴｲﾄ ﾌﾞｯｸagain ate book

ｴｲｼﾞ ｵｰｶﾞｽﾄ ﾎﾞｩｽage August both

ｱｺﾞｳ ｱﾝﾄ ﾎﾞｰﾄago aunt bought

ｱｸﾞﾘｰ ｵｰｽﾄﾚｲﾘｬ ﾎﾞｯｸｽagree Australia box

ｴｱ ｱｳｪｲ ﾎﾞｲair away boy

ｵｰﾙ ﾍﾞｲﾋﾞｨ ﾌﾞﾚｲｸall baby break

ﾌﾞﾚｯｸﾌｧｽﾄalmost back breakfastｵｰﾙﾓｳｽﾄ ﾊﾞｯｸ

ｱﾛｰﾝｸﾞ ﾊﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾘﾝｸﾞalong bad bring

ｵｰﾙﾚﾃﾞｨ ﾊﾞｯｸﾞ ﾌﾞﾛｳｸalready bag broke

ｵｰﾙｿｩ ﾊﾞﾝｸ ﾌﾞﾛｳｸﾝalso bank broken

ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ ﾍﾞｲｽﾎﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｻﾞｧalways baseball brother

ｱﾑ ﾌﾞﾛｳﾄam basketball broughtﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

ｱﾒﾘｶ ﾋﾞｰ ﾌﾞﾗｳﾝAmerica be brown

ｱﾒﾘｶﾝ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙ ﾋﾞﾙﾄﾞAmerican beautiful build

ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞamong became buildingｱﾏﾝｸﾞ ﾋﾞｹｨﾑ

ｱﾝ ﾋﾞｺｰｽﾞ ﾊﾞｽan because bus

ｱﾝﾄﾞ ﾋﾞｶﾑ ﾋﾞｽﾞｨand become busy

ｱﾝｸﾞﾘｨ ﾍﾞｯﾄﾞ ﾊﾞｯﾄangry bed but

ｱﾆﾏﾙ ﾋﾞｰﾝ ﾊﾞｲanimal been buy

ｱﾅｻﾞｧ ﾋﾞﾌｫｰ ﾊﾞｲanother before by

ｱﾝｽｧｰ ﾋﾞｷﾞｬﾝ ｹｲｸanswer began cake

ｴﾆｨ ﾋﾞｷﾞﾝ ｺｰﾙany begin call

ｴﾆﾜﾝ ﾋﾞｶﾞﾝ ｹｲﾑanyone begun came

ｴﾆｽｨﾝｸﾞ ﾋﾞﾘｰｳﾞ ｷｬﾝanything believe can

ｴｲﾌﾟﾘﾙ ﾍﾞｽﾄ ｷｬﾅﾀﾞApril best Canada

ｱｰ ﾍﾞﾀｧ ｷｬﾝﾄare better can't

ｱｰﾑ ﾋﾞﾄｩｳｨｰﾝ ｶｰarm between car

ｱﾗｲﾌﾞ ﾋﾞｯｸﾞ ｶｰﾄﾞarrive big card
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ｹｱ ｶｳﾞｧ ﾄﾞｩﾗｲｳﾞｧcare cover driver

ｹｱﾌｧﾙ ｸﾗｲ ﾃﾞｭｱﾘﾝｸﾞcareful cry during

ｷｬﾘｨ ｶｯﾌﾟ ｲｰﾁcarry cup each

ｷｬｯﾄ ｶｯﾄ ｲｱcat cut ear

ｷｬｯﾁ ｶﾙﾁｬ ｱｰﾘｨcatch culture early

ｺｰﾄ ﾀﾞﾝｽ ｱｰｽcaught dance earth

ﾁｪｱ ｲｰｽﾞｨchair dangerous easyﾃﾞｲﾝｼﾞｬﾗｽ

ﾁｬｰﾝｽ ﾄﾞｰﾀｧ ｲｰｽﾞｨﾘｨchance daughter easily

ﾁｪｲﾝｼﾞ ﾃﾞｲ ｲｰｽﾞｨchange day easy

ﾁｬｲﾙﾄﾞ ﾃﾞｯﾄﾞ ｲｰﾄchild dead eat

ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ ﾃﾞｨｱ ｲｰﾄｩﾝchildren dear eaten

ﾁｬｲﾅ ｴｲﾄｩｽChina December eighthﾃﾞｨｯｾﾝﾊﾞｧ

ﾁｬｲﾆｰｽﾞ ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｲｰｻﾞｧChinese deep either

ﾁｭｰｽﾞ ﾃﾞﾘｼｬｽ ｲﾚｳﾞﾝchoose dericious eleven

ｽｨﾃｨ ﾃﾞｽｸ ｲﾚｳﾞﾝｽcity desk eleventh

ｸﾗｽ ｲｰﾒｲﾙclass dictionar e-mailﾃﾞｨｸｼｮﾈﾘｨ

ｸﾘｰﾝ ﾃﾞｨﾄﾞ ｴﾝﾄﾞclean did end

ｸﾗｲﾑ ﾃﾞｨﾄﾞｩﾝﾄ ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞclimb didn't England

ｸﾗｩﾄﾞ ﾀﾞｲ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭcloud die English

ｸﾗｳﾃﾞｨ ｴﾝｼﾞｮｲcloudy difference enjoyﾃﾞｨﾌｧﾚﾝｽ

ｸﾛｩｽﾞ ﾃﾞｨﾌｧﾚﾝﾄ ｲﾅﾌclose different enough

ｸﾛｳｽ ﾃﾞｨﾌｨｶﾙﾄ ｲｰｳﾞﾝclose difficult even

ｸﾗﾌﾞ ﾃﾞｨﾅｧ ｲｰｳﾞﾆﾝｸﾞclub dinner evening

ｺｩﾙﾄﾞ ﾃﾞｨｯｼｭ ｴｳﾞｧcold dish ever

ｶﾗｧ ﾄﾞｩ ｴｳﾞﾘcolor do every

ｶﾑ ﾀﾞｸﾀｧ ｴｳﾞﾘﾜﾝcome doctor everyone

ｴｳﾞﾘｽｨﾝｸﾞcomputer does everythingｺﾝﾋﾟｭｰｳﾀｧ ﾀﾞｽﾞ

ｲｸﾞｻﾞﾝﾌﾟﾙcooking doesn't exampleｸｯｷﾝｸﾞ ﾀﾞｽﾞﾝﾄ

ｸｰﾙ ﾄﾞｰｸﾞ ｲｸｻｲﾃｨｯﾄﾞcool dog exciting

ｸｯｸ ﾄﾞｳﾝﾄ ｲｸｽｷｭｰｽﾞcook don't excuse

ｺｰﾅｧ ﾄﾞｱ ｱｲcorner door eye

ｸｯﾄﾞ ﾀﾞｳﾝ ﾌｪｲｽcould down face

ｶﾝﾄｩﾘｨ ﾄﾞｩﾘｰﾑ ﾌｧｸﾄcountry dream fact

ｺｰｽ ﾄﾞｩﾘﾝｸ ﾌｪｲﾙcourse drink fail
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ﾌｫｰﾙ ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ ｸﾞﾚｲﾄfall football great

ﾌｪｲﾏｽ ﾌｫｱ ｸﾞﾘｰﾝfamous for green

ﾌｧﾐﾘｨ ﾌｫｰﾘﾝ ｸﾞﾙｰﾌﾟfamily foreign group

ﾌｧﾝ ﾌｫﾚｽﾄ ｸﾞﾛｳfan forest grow

ﾌｧｰ ﾌｫｹﾞｯﾄ ｹﾞｽfar forget guess

ﾌｧｰﾑ ﾌｫｰﾃｨ ｷﾞﾀｰfarm forty guitar

ﾌｧｰﾏｧ ﾌｧｳﾝﾄﾞ ﾊﾄﾞfarmer found had

ﾌｧｰｽﾄ ﾌｫｰ ﾍｱfast four hair

ﾌｧｰｻﾞｰ ﾌｫｰﾃｨｰﾝ ﾊｰﾌfather fourteen half

ﾌｪｲｳﾞｧﾘｯﾄ ﾌｫｰｽ ﾊﾝﾄﾞfavorite fourth hand

ﾌｪﾌﾞﾙｴﾘｨ ﾌﾘｰ ﾊﾌﾟﾝFebruary free happen

ﾌｨｰﾙ ﾌﾗｲﾃﾞｨ ﾊﾋﾟｨfeel Friday happy

ﾌﾚﾝﾄﾞ ﾊｰﾄﾞfeet friend hard

ﾌｪﾙ ﾌﾛﾑ ﾊｽﾞfell from has

ﾌｪﾙﾄ ﾌﾙ ﾊﾌﾞfelt full have

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ﾌｧﾝ ﾋｰfestival fun he

ﾌｭｰ ﾌｭｰﾁｬ ﾍｯﾄﾞfew future head

ﾌｨｰﾙﾄﾞ ｹﾞｲﾑ ﾋｱfield game hear

ﾌｨﾌﾃｨｰﾝ ｹﾞｲｳﾞ ﾊｰﾄﾞfifteen gave heard

ﾌｨﾌｽ ｹﾞｯﾄ ﾍﾙﾄﾞfifth get held

ﾌｨﾌﾃｨ ｶﾞｰﾙ ﾍﾛｳfifty girl hello

ﾌｧｲﾅﾘｨ ｷﾞｳﾞ ﾍﾙﾌﾟfinally give help

ﾌｧｲﾝﾄﾞ ｷﾞｳﾞﾝ ﾊｰfind given her

ﾌｧｲﾝ ｸﾞﾗｯﾄﾞ ﾋｱfine glad here

ﾌｨﾝｶﾞｧ ｸﾞﾗｰｽ ﾊｰｽﾞfinger glass hers

ﾌｨﾆｯｼｭ ｺﾞｰ ﾊｲfinish go hi

ﾌｧｲｱ ｺﾞｰﾝ ﾊｲfire gone high

ﾌｧｰｽﾄ ｸﾞｯﾄﾞ ﾋﾑfirst good him

ﾌｧｲｳﾞ ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞｲ ﾋｽﾞfive goodbye his

ﾌﾗｳｧ ｶﾞｯﾄ ﾋｽﾄﾘｨflower got history

ﾌﾗｲ ｶﾞﾄｩﾝ ﾎｳﾙﾄﾞfly gotten hold

ﾌｫﾛｩ ﾎｳﾑfollow grandfather homeｸﾞﾗﾝﾌｧｻﾞｰ

ﾎｩﾑﾜｰｸfood grandmothe homeworkﾌｰﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾏｻﾞｰ

ﾌｯﾄ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ﾎﾘﾃﾞｲfoot ground holiday
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ﾎｳﾌﾟ ﾆｭｰ ﾗｯｸhope knew luck

ﾊｽﾋﾟﾄｩﾙ ﾉｳ ﾗﾝﾁhospital know lunch

ﾎｯﾄ ﾉｳﾝ ﾒｲﾄﾞhot known made

ﾎｩﾃﾙ ｶｲﾝﾄﾞ ﾒｲｸhotel kind make

ｱｳｧ ｷﾁﾝ ﾏﾝhour kitchen man

ﾊｳｽ ｺﾘｰｱ ﾒﾆｨhouse Korea many

ﾊｳ ﾚｲｸ ﾏｰﾁhow lake March

ﾗﾝﾄﾞ ﾏｰｹｯﾄhundred land marketﾊﾝﾄﾞｩﾚｯﾄﾞ

ﾊﾝｸﾞﾘｨ ﾒｲhungry language Mayﾗﾝｸﾞｩｪｯｼﾞ

ｱｲ ﾗｰｼﾞ ﾒｲI large may

ｱｲﾃﾞｨｱ ﾗｽﾄ ﾒｲﾋﾞｰidea last maybe

ｲﾌ ﾚｲﾄ ﾐｰif late me

ｱｲﾑ ﾚｲﾀｧ ﾐｰﾝI'm later mean

ﾗﾌ ﾐｰﾄimportant laugh meetｲﾝﾎﾟｰﾀﾝﾄ

ｲﾝ ﾗｰﾝ ﾒﾝﾊﾞｧin learn member

ﾘｰｳﾞ ﾒﾝinterested leave menｲﾝﾀﾚﾃｨｯﾄﾞ

ﾚﾌﾄ ﾐﾘｮﾝinteresting left millionｲﾝﾀﾚｽﾃｨﾝｸﾞ

ｲﾝﾀﾈｯﾄ ﾚﾌﾄ ﾐﾙｸInternet left milk

ｲﾝﾄｩ ﾚｯｸﾞ ﾏｲﾝinto leg mine

ｲｽﾞ ﾚｽﾝ ﾐﾆｯﾄis lesson minute

ｲｽﾞﾝﾄ ﾚｯﾂ ﾐｽisn't let's miss

ｲｯﾄ ﾚﾀｧ ﾏﾝﾃﾞｨit letter Monday

ｲｯﾂ ﾗｲﾌﾞﾗﾘｨ ﾏﾆｨits library money

ｲｯﾂ ﾗｲﾌ ﾏﾝｽit's life month

ﾗｲﾄ ﾓｰJanuary light moreｼﾞｬﾆｭｴﾘｨｰ

ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾗｲｸ ﾓｰﾆﾝｸﾞJapan like morning

ﾗｲﾝ ﾓｩｽﾄJapanese line mostｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ

ｼﾞｮｲﾝ ﾘｽﾝ ﾏｻﾞｧjoin listen mother

ｼﾞｭﾗｲ ﾘﾄｩﾙ ﾏｳﾝﾃﾝJuly little mountain

ｼﾞｭｰﾝ ﾘｳﾞ ﾏｳｽJune live mouth

ｼﾞｭｰﾆｬ ﾛｰﾝｸﾞ ﾐｽﾀｧjunior long Mr.

ｼﾞｬｽﾄ ﾙｯｸ ﾐｽｨｽﾞjust look Mrs.

ｷｰﾌﾟ ﾛｯﾄ ﾐｽﾞkeep lot Ms.

ｷﾙ ﾗﾌﾞ ﾏｳﾝﾄkill love Mt.
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ﾏｯﾁ ｵｰﾌﾝ ﾌﾟﾗﾝmuch often plan

ﾐｭｽﾞｨｱﾑ ｵｳ ﾌﾟﾚｲﾝmuseum oh plane

ﾐｭｰｽﾞｨｯｸ ｵｳｹｲ ﾌﾟﾚｲmusic OK play

ﾏｽﾄ ｵｳﾙﾄﾞ ﾌﾟﾚｲｱmust old player

ﾏｲ ｵﾝ ﾌﾟﾘｰｽﾞmy on please

ﾈｲﾑ ﾜﾝ ﾌﾟｱname one poor

ﾈｲﾁｬ ﾜﾝｽ ﾎﾟﾘｰｽnature once police

ﾆｱ ﾜﾝｾﾙﾌ ﾊﾟﾋﾟｭﾗｧnear oneself popular

ﾈｯｸ ｵﾝﾘｨ ﾋﾟｯｸneck only pick

ﾆｰﾄﾞ ｵｳﾌﾟﾝ ﾋﾟｸﾁｬneed open picture

ﾈｳﾞｧ ｵｰ ﾌﾟﾗｸﾃｨｽnever or practice

ﾆｭｰ ｵｰﾀﾞｧ ﾌﾟﾚｽﾞﾝﾄnew order present

ﾆｭｰｽﾞ ｱｻﾞｧ ﾌﾟﾘﾃｨnews other pretty

ｱｳｧ ﾌﾟﾗﾌﾞﾚﾑnewspaper our problemﾆｭｰｽﾞﾍﾟｲﾊﾟｧ

ﾈｸｽﾄ ｱｳｱｽﾞ ﾌﾟｯﾄnext ours put

ﾅｲｽ ｱｳﾄ ｸｳｪｽﾁｮﾝnice out question

ﾅｲﾄ ｱｳﾄｻｲﾄﾞ ｸｩｲｯｸﾘｨnight outside quickly

ﾅｲﾝ ｵｳｳﾞｧ ﾚｲﾝnine over rain

ﾅｲﾝﾃｨｰﾝ ｵｳﾝ ﾚｲﾆｰnineteen own rainy

ﾅｲﾝｽ ﾍﾟｲﾝﾄ ﾗﾝninth paint ran

ﾉｳ ﾍﾟｲﾊﾟｧ ﾘｰﾄﾞno paper read

ﾇｰﾝ ﾊﾟｰﾄﾞｩﾝ ﾚﾃﾞｨnoon pardon ready

ﾉｩｽﾞ ﾍﾟｱﾚﾝﾄ ﾘｧﾘｨnose parent really

ﾉｯﾄ ﾊﾟｰｸ ﾚｯﾄﾞnot park red

ﾉｳﾄﾌﾞｯｸ ﾘﾒﾝﾊﾞｧnotebook part rememberﾊﾟｰﾄ

ﾅｯｽｨﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾃｨ ﾚｽﾄﾗﾝﾄnothing party restaurant

ﾋﾟｰｽ ﾘﾀｰﾝNovember peace returnﾉｳｳﾞｪﾝﾊﾞｧ

ﾅｳ ﾍﾟﾝ ﾗｲｽnow pen rice

ﾅﾝﾊﾞｧ ﾍﾟﾝｽﾙ ﾗｲﾄﾞnumber pencil ride

ｱｸﾄｳﾊﾞｧ ﾋﾟｰﾌﾟﾙ ﾗｲﾄOctober people right

ｵｸﾗｯｸ ﾋﾟｱﾉｩ ﾗｲｽﾞo'clock piano rise

ｵﾌ ﾋﾟｸﾁｬ ﾘｳﾞｧof picture river

ｵｰﾌ ﾋﾟｰｽ ﾙｰﾑoff piece room

ｵｰﾌｨｽ ﾌﾟﾚｲｽ ﾗﾝoffice place run
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ｻｯﾄﾞ ｽｨｯﾄ ｽﾀｰﾄsad sit start

ｾｯﾄﾞ ｽｨｯｸｽ ｽﾃｲｼｮﾝsaid six station

ｾｲﾑ ｽﾃｲsame sixteen stayｽｨｯｸｽﾃｨｰﾝ

ｻｯﾄ ｽｨｯｸｽｽ ｽﾃｨﾙsat sixth still

ｻﾀﾃﾞｨ ｽｷｰ ｽﾄｯﾌﾟSaturday ski stop

ｾｲｳﾞ ｽｶｲ ｽﾄｰsave sky store

ｿｰ ｽﾘｰﾌﾟ ｽﾄｰﾘｨsaw sleep story

ｾｲ ｽﾛｳﾘｨ ｽﾄｩﾘｰﾄsay slowly street

ｽｸｰﾙ ｽﾓｰﾙ ｽﾄｩﾛｰﾝｸﾞschool small strong

ｻｲｴﾝｽ ｽﾏｲﾙ ｽﾃｭｰﾃﾞﾝﾄscience smile student

ｽｨｰ ｽﾉｳ ｽﾀﾃﾞｨsea snow study

ｽｨｰｽﾞﾝ ｽﾉｳｲ ｻｯﾁseason snowy such

ｾｶﾝﾄﾞ ｿｰ ｻﾏｧsecond so summer

ｽｨｰ ｻｶｧ ｻﾝsee soccer sun

ｽｨｰﾝ ｿｳﾙﾄﾞ ｻﾝﾃﾞｨseen sold Sunday

ｾﾙ ｻﾑ ｻﾆｨsell some sunny

ｻﾌﾟﾗｲｽﾞドsend someone surprisedｾﾝﾄﾞ ｻﾑﾜﾝ

ｾﾝﾄ ｼｭｱsent something sureｻﾑｽｨﾝｸﾞ

ｽｳｨﾑSeptember sometimes swimｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｧ ｻﾑﾀｲﾑｽﾞ

ｾｳﾞﾝ ｻﾝ ｽｩｨﾐﾝｸﾞseven son swiming

ｿｰﾝｸﾞ ﾃｲﾌﾞﾙseventeen song tableｾｳﾞﾝﾃｨｰﾝ

ｾｳﾞﾝｽ ｽｰﾝ ﾃｲｸseventh soon take

ｾｳﾞｪﾗﾙ ｻｳﾝﾄﾞ ﾃｲｸﾝseveral sound taken

ｼｰ ｿﾘ ﾄｰｸshe sorry talk

ｼｬﾙ ｽﾋﾟｰｸ ﾄｰﾙshall speak tall

ｼｮｯﾌﾟ ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾄｰﾄshop special taught

ｼｬｯﾋﾟﾝｸﾞ ｽﾋﾟｰﾁ ﾃｨshopping speech tea

ｼｮｰﾄ ｽﾍﾟﾝﾄﾞ ﾃｨｰﾁshort spend teach

ｼｭｯﾄﾞ ｽﾎﾟｳｸ ﾃｨｰﾁｬｰshould spoke teacher

ｼｬｳﾄ ｽﾎﾟｳｸﾝ ﾃｨｰﾑshout spoken team

ｼｮｳ ｽﾎﾟｰﾄ ﾃﾚﾌｫｳﾝshow sport telephone

ｽｨｯｸ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾃﾙsick spring tell

ｽｨﾝｽ ｽﾀﾝﾄﾞ ﾃﾝsince stand ten

ｽｨｽﾀｧ ｽﾀｰ ﾃﾆｽsister star tennis
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ﾃﾝｽ ﾄｩｯｸ ｳｫｰtenth took war

ｻﾞﾝ ﾄｯﾌﾟ ｳｫｰﾑthan top warm

ｻﾝｸ ﾀｳﾝ ﾜｽﾞthank town was

ｻﾞｯﾄ ﾜｯﾁthat traditional watchﾄｩﾗﾃﾞｨｼｮﾝ

ｻﾞｯﾂ ﾄｩﾚｲﾝ ｳｫｰﾀｧthat's train water

ｻﾞ ﾄｩﾗｳﾞｪﾙ ｳｴｲthe travel way

ｾﾞｱ ﾃｩﾘｰ ｳｲtheir tree we

ｾﾞｱｽﾞ ﾄｩﾘｯﾌﾟ ｳｴｱtheirs trip wear

ｾﾞﾑ ﾄｩﾗｲ ｳｨｱthem try we're

ｾﾞﾝ ｳｪｻﾞｧthen Tuesday weatherﾃｭｰｽﾞﾃﾞｨ

ｳｪﾝｽﾞﾃﾞｨthere turn Wednesdayｾﾞｱ ﾀｰﾝ

ｽﾞｨｰｽﾞ ﾄｩｪﾙﾌｽ ｳｨｰｸthese twelfth week

ｳｲｰｸｴﾝﾄﾞthey twelve weekendｾﾞｲ ﾄｩｳｪﾙｳﾞ

ｾﾞｱ ｳｪﾙｶﾑthey're twentieth welcomeﾄｩｪﾝﾃｨｪｽ

ｽｨﾝｸﾞ ﾄｩｳｴﾝﾃｨ ｳｴﾙthing twenty well

ｼﾝｸ ﾄｩﾜｲｽ ｳｪﾝﾄthink twice went

ｻｰﾄﾞ ﾄｩｰ ﾜｰthird two were

ｻｰﾃｨｰﾝ ｱﾝｸﾙ ﾌｩｴｲﾙthirteen uncle whale

ｻｰﾃｨ ｱﾝﾀﾞｧ ﾜｯﾄthirty under what

ﾃﾞｨｽ ﾜｯﾂthis understand what'sｱﾝﾀﾞｽﾀﾝﾄﾞ

ｿﾞｩｽﾞ ｱﾝﾃｨﾙ ﾎｴﾝthose until when

ｿｰﾄ ｱｯﾌﾟ ﾌｳｪｱthought up where

ｱｽ ﾌｲｯﾁthousand us whichｻｩｻﾞﾝﾄﾞ

ｽﾘｰ ﾕｰｽﾞ ﾌﾜｲﾙthree use while

ｽﾙｰ ﾕｰｽﾌｧﾙ ﾌﾜｲﾄthrough useful white

ﾕｰｼﾞｭｱﾘｨ ﾌｰThursday usually whoｻｰｽﾞﾃﾞｲ

ﾀｲﾑ ﾌｰｽﾞtime vacation whoseｳﾞｧｹｲｼｮﾝ

ﾀｲｱﾄﾞ ﾍﾞﾘｰ ﾌﾜｲtired very why

ﾄｩ ｳﾞｨｽﾞｨｯﾄ ｳｲﾙto visit will

ﾄｩﾃﾞｲ ｳﾞｨﾚｯｼﾞ ｳｲﾝtoday village win

ﾄｩｹﾞｻﾞｧ ｳｨﾝﾄﾞtogether volunteer windｳﾞｧﾗﾝﾃｨｱ

ﾄｳﾙﾄﾞ ｳｴｲﾄ ｳｨﾝﾃﾞｨtold wait windy

ﾄｩﾏﾛｳ ｳｫｰｸ ｳｨﾝﾄﾞｳtomorrow walk window

ﾄｩｰ ｳｵﾝﾄ ｳｨﾝﾀｧtoo want winter

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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ｳｲｽﾞwith

ｳｲｻﾞｩﾄwithout

ｳﾏﾝwoman

ﾜﾝﾀﾞﾌﾙwonderful

ｳｫｳﾝﾄwon't

ｳｯﾄﾞwood

ﾜｰﾄﾞword

ﾜｰｸwork

ﾜｰﾙﾄﾞworld

ﾜｰﾘｨworry

ｳｯﾄﾞwould

ﾗｲﾄwrite

ﾛｰﾝｸﾞwrong

ﾛｳﾄwrote

ｲｱyear

ｲｪﾛｳyellow

ｲｴｽyes

ｲｴｽﾀﾃﾞｨyesterday

ｲｴｯﾄyet

ﾕｰyou

ﾔﾝｸﾞyoung

ﾕｱyour

ﾕｱyou're

ﾕｱｽﾞyours

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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１つの ～のまわりに 自転車

～について 芸術 鳥

～できる ～のように 誕生日

～を横切って アジア 黒

～の後に ～をたずねる 青色

午後 ～で、～に 身体

再び、また 本eat(食べる)の過去

年齢、時代 ８月 両方の

（買う)の過・過分～前に おば buy

同意する オーストラリア 箱

空気 離れて 少年、男の子

休けい、～をこわす全部の 赤ん坊

ほとんど 背中、後ろ 朝食

～に沿って 悪い、へた ～を持ってくる

(～をこわす)の過去すでに、もう かばん break

の過去分詞～もまた 銀行 break

いつも、常に 野球 兄、弟

（～を持ってくる)の過、過分～である バスケットボール bring

アメリカ 動詞の原形 茶色のbe

アメリカの・人 美しい ～を建てる

～の間に 建物become（～になる）の過去

１つの ～だから バス

～と･･･、そして ～になる 忙しい

怒った ベッド しかし

動物 の過去分詞 ～を買うbe

～によって、～のそばにもう一つの ～の前に、以前に

答える ケーキbegin（～を始める）の過去

いくつかの、少しも 呼ぶ、電話をかける～を始める

（来る）の過去だれか、だれも begin（～を始める）の過去分詞 come

何か、何も 信じる ～できる

４月 カナダ最も良い[ の最上級]good, well

よりよい (～できない)の短縮～である [ の比較級]good, well can not

腕 ～の間に 車

到着する 大きい カード

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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世話、注意 ～をおおう 運転手

注意深い 叫ぶ、泣く ～の間ずっと

～を運ぶ カップ、茶わん おのおの、各自

ネコ ～を切る 耳

～をつかまえる 文化 早い

ダンス、踊る 地球、大地catch .(つかまえる)の過 過分

いす 危険な 容易な、やさしい

機会、チャンス 娘 容易に

～を変える 日、昼間 やさしい、容易な

子ども 死んでいる 食べる

（子ども）の複数 (食べる)の過去分詞child eat親愛な

中国 １２月 第８の

（ ）中国の、中国人 深い どちらの ～でも

選ぶ おいしい １１

市、都市 机 第１１

クラス、授業 辞書、辞典 電子メール

の過去形 終わり清潔な、きれいにする do,does

～を登る の短縮形 英国did not

雲 死ぬ イギリスの、英語

くもった 違い ～を楽しむ

閉じる、終わる 異なった 十分な

近い、接近した 困難な ～でさえも

クラブ、部 夕食、晩さん会 夕方

寒い、かぜ 皿、料理 かつて、今までに

色 ～をする どの～もすべて

来る 医者 だれでも、みんな

コンピュータ の３単現 何でもdo

料理 の短縮形 例does not

涼しい 犬 興奮した

の短縮 ～を許す～を料理する 料理する人, do not

角、曲がり角 戸、ドア 目

下へ 顔、～に面するcan（できる）の過去形

国、いなか 夢 事実

進路、コース ～を飲む 失敗する

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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落ちる、秋 偉大な、大きい（イギリス）サッカー

有名な ～のために 緑色の

家族 外国の 集団、グループ

成長する、～を栽培するファン、愛好者 森、森林

遠い、遠くに ～を忘れる ～を推測する

農場 ４０ ギター

(見つける)の過、過分 の過去・過去分詞農業をする人 find have

速い ４ 髪の毛

父 １４ 半分

お気に入りの 第４ 手

２月 自由な 起こる

楽しい、うれしい～を感じる 金曜日

（足）の複数 友だち 熱心に、難しいfoot

～から の３単現fall(落ちる)の過去 have

～を持っている、食べるfell(感じる)の過去 いっぱいの

祭り、祝祭 楽しみ 彼は

未来の 頭少数の、ほとんどない

～が聞こえる、聞く野原、畑 試合、ゲーム

（聞こえる）の過去、過去分詞１５ give（与える）の過去 hear

（持つ）の過去、過去分詞第５ ～を得る hold

やあ、こんにちは５０ 女の子

最後に ～を与える 助ける

～を見つける 彼女のgive(与える)の過去分詞

うれしい ここに、ここへすばらしい、天気がよい

指 ガラス、コップ 彼女のもの

～を終える 行く やあ、おい

火 高いgo（行く）の過去分詞

第一の、最初に よい、じょうずな 彼を

５ さようなら 彼の、彼のもの

花 歴史get（得る）の過去、過去分詞

～を持つ飛ぶ、飛行機で行く get（得る）の過去分詞の１つ

～の後に続く 祖父 家庭、家

食べ物 祖母 宿題

足 地面、大地 休日

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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～を望む 運、幸運know（知る）の過去

病院 知る、知っている 昼食

（作る）の過去、過去分詞暑い、熱い know（知る）の過去分詞 make

ホテル 親切な、種類 ～を作る

１時間 台所 男

家 朝鮮 多数の

湖 ３月どうやって、どれほど

１００ 陸地、土地 市場

空腹な、飢えた 言語 ５月

～してもよい、かもしれない私は 大きい

考え 最後の、この前の たぶん、おそらく

もし～なら 遅い、遅れて 私を、私に

の短縮形 より遅い、後で ～を意味するI am

会う、～を出迎える重要な 笑う

～の中に 学ぶ 一員

（男）の複数形興味を持った ～を去る、～を残す man

おもしろい １００万leave（～を去る）の過去、過去分詞

インターネット 左の 牛乳

～の中へ 脚（あし） 私のもの

～である 課、授業 分、瞬間

の短縮形 ～しよう ～をしそこなうis not

それは 手紙 月曜日

その、それの 図書館 お金

の短縮形 生命、生活 月、１ヶ月it is

より多くの、もっと１月 軽い

日本 朝、午前～を好む、～のような

最も多くの、たいていの日本の、日本人 線

～に加わる 聴く 母

７月 山小さい、ほとんどない

６月 住む、生きる 口

年下の、若いほうの ～さん、先生（男性）長い

～さん、先生（既婚女性）ちょうど 見る、見える

～さん、先生（女性）～を持ち続ける たくさん

～を殺す 愛、～を愛する ～山

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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多量の しばしば 計画、予定

博物館 おお、まあ 飛行機

音楽 よろしい 遊ぶ、～をする

年とった、古い 競技者～しなければならない

どうぞ、～を喜ばせる私の ～の上に

名前 １つ 貧乏な

自然 かつて、一度 警察

人気のある、流行の近い、～の近くに 自分自身で

～をつむ、拾い上げる首 ただ１つの

～を必要とする ～を開く 絵、写真

決して～ない 練習するまたは、さもないと

プレゼント、贈り物新しい ～を命じる

ニュース ほかの きれいな

新聞 私たちの 問題

次の、となりの 私たちのもの ～を置く

よい 外へ（に） 質問、問題

夜 外側 速く、急いで

９ ～の上に、～以上 雨、雨が降る

１９ 自分自身の 雨降りの

（走る）の過去第９ 絵の具、～を描く run

いいえ 紙 ～を読む

正午 許し 用意ができた

鼻 親 本当に

～ない 公園 赤い

ノート 部分、役割 ～を思い出す

何も～ない パーティー、会 レストラン

１１月 平和 帰る、～を返す

今、さあ ペン 米、ご飯

数、番号 えんぴつ ～に乗る

１０月 人々 右、正しい

～時 ピアノ のぼる、起きる

～の、～の中で 絵、写真 川

離れて 一つの、一切れの 部屋

役所、事務所 場所 走る

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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悲しい すわる ～を始める

６ 駅say(言う)の過去、過去分詞

同じ １６ 滞在する

６番目 まだsit(すわる)の過去、過去分詞

土曜日 スキーをする ～を止める

～を救う 空 店

眠る 物語see（見る）の過去

～と言う 遅く、ゆっくり 通り

学校 小さい 強い

科学、理科 ほほえむ 生徒、学生

海 雪、雪が降る 勉強する、勉強（ をつけて）the

季節 雪の降る そのような

２番目、秒 それほど、それで 夏

～を見る サッカー 太陽

日曜日see sell（見る）の過去分詞 （売る）の過去、過去分詞

～を売る いくつかの 快晴の

驚いて、びっくりして～を送る だれか

確信して、もちろんsend（送る）の過去、過去分詞 何か

９月 ときどき 泳ぐ

７ 息子 水泳

１７ 歌 テーブル

～を取る、連れて行く第７ まもなく、すぐに

（～を取る）の過去分詞いくつかの ～のように聞こえる take

彼女は 残念に思って 話す

話す 背の高い～だろう、～させる

（教える）の過去、過去分詞店、買い物をする 特別の teach

買い物 演説、スピーチ 茶

短い ～を教える過ごす （お金を）使う、

先生～だろう、～すべきである speak（話す）の過去

大声で言う、叫ぶ チームspeak（話す）の過去分詞

～を見せる 運動、スポーツ 電話

病気の 春 ～を話す、教える

立つ １０～以来、～してから

姉、妹 星 テニス

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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第１０ 戦争take（～を取る）の過去

～より 頂上、トップ 暖かい

～に感謝する 町 の過去形am , is

腕時計、～をじっと見るあれは、あの 伝統

の短縮形 列車 水that is

その 旅行、旅行する 道、方法

彼らの、それらの 木 私たちは

彼らのもの 旅行 ～を着ている

彼らを、それらを 試みる、努力する の短縮形we are

火曜日 天気そのとき、それから

そこに、そこへ ～を回す、順番 水曜日

これらは 第１２ 週

彼らは、それらは １２ 週末

の短縮形 第２０ ～を歓迎するhey are

物、事 ２０ よく、じょうずに

（行く）の過去～と思う ２回、２度 goo

３番目の ２ の過去形are

１３ おじ くじら

３０ ～の下に 何

これは ～を理解する の短縮形what is

いつ、～するときにあれらは ～まで

上に どこに、どこへthink（考える）の過去、過去分詞

私たちを（に） どちらの1,000

３ ～を使う ～のあいだ

役に立つ 白い～を通して、～じゅう

木曜日 だれ、だれがいつもは、ふつうは

時、時間 休暇 だれの

疲れた 非常に なぜ、どうして

～に 訪問する ～だろう

今日 村 勝つ、～を得る

いっしょに ボランティア 風

待つ 風の吹くtell（話す）の過去、過去分詞

明日 歩く、散歩 窓

～がほしい 冬～もまた、あまりに～すぎて

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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～といっしょに

～なしで

女性

すばらしい

の短縮形will not

木材、木

語、単語

働く

世界

心配する

の過去形will

書く、手紙を書く

悪い、間違った

（書く）の過去write

年、歳

黄色い

はい

昨日

(否定)まだ、(疑問)もう

あなたは

若い

あなたの

の短縮形you are

あなた（たち）のもの

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）


