
単語 意味
1 a couple of 2、3の～
2 a friends of mine 私の友達の1人
3 a number of 多くの～
4 part of ～の一部
5 all day 一日中
6 all night 一晩中
7 all the time 常に、いつでも
8 all the way はるばる
9 and so on ～など

10 another … minutes あと～分
11 as many A as B BほどたくさんのA
12 as much as 人 can (人)ができるだけたくさん
13 as much as possible できるだけたくさん
14 as soon as ～するとすぐに
15 A as well as B Bと同様にAも
16 as you know ご存知のように
17 at a time 一度も
18 at least 少なくとも
19 at once すぐに
20 at the age of ～歳の時に
21 at the foot of ～のふもとに
22 be afraid of ～を恐れる
23 be at home 家にいる
24 be at my desk 机に向かっている
25 be back 戻る
26 be bust with ～で忙しい
27 be careful 気をつける
28 be close to ～に近い
29 be familiar with ～をよく知っている
30 be filled with ～でいっぱいである
31 be found of ～が好きだ
32 be known as ～として知られている
33 ba known to ～に知られている
34 be over 終わる
35 be pleased to do ～して嬉しい
36 be satisfiled with ～に満足している
37 be scared of ～を恐れる
38 be sick in bed 病気で寝ている
39 be similar to ～に似ている



40 be sorry for … ing ～して申し訳なく思う
41 be surprised to do ～して驚く
42 be tires from ～で疲れている
43 be tired of … ing ～することに飽きる
44 because of ～が原因で
45 belong to ～に所属する
46 brush my teeth 歯を磨く
47 by the way ところで
48 call 人 back (人)に折り返し電話する
49 care about ～を気遣う
50 catch a cold 風邪をひく
51 change trains 電車を乗り換える
52 cheer up 元気づける
53 cut down 切り倒す
54 day after day 来る日も来る日も
55 day and night 昼も夜も
56 depend on ～次第である
57 die of ～で死ぬ
58 drive 人 home Aを車で家まで送る
59 either A or B AとBのどちらか
60 enjpy myself 楽しむ
61 even if たとえ～でも
62 every other day 1日おきに
63 fall asleep 眠りに落ちる
64 fall in love with ～に恋をする
65 far away 遠くに
66 far from ～から遠い
67 feel at home くつろぐ
68 fell better 体調がよくなる
69 feel like …ing ～したい気がする
70 feel sick 気分が悪い
71 fill in ～に記入する
72 fill up with ～でいっぱいになる
73 for a minute 少しの間
74 for a while しばらくの間
75 for fun 楽しみで
76 for myself 自分のために
77 for some time しばらくの間
78 forget to do ～し忘れる
79 from abroad 海外から



80 from beginning to end 始めから終わりまで
81 get angry 怒る
82 get away from ～から離れる
83 get back 戻る
84 get better 上達する
85 get excited 興奮する
86 get in ～に入る
87 get out of ～から出る
88 get well 健康になる
89 give back ～を返す
90 give up …ing ～することを諦める
91 go abroard 海外に行く
92 go away 立ち去る
93 go by (時が)過ぎ去る
94 go into ～に入る
95 go to sleep 寝る
96 had better ～した方がよい
97 happen to do たまたま～する
98 have a baby 赤ちゃんを産む
99 have a dream 夢を持つ
100 have a fight 喧嘩をする
101 have a good memory 記憶力が良い
102 have a good sleep ぐっすり眠る
103 have a stomachache 腹痛がする
104 have a talk 話をする
105 have no idea わからない
106 hear from ～から連絡がある
107 hear of ～を耳にする
108 help A with B AのBを手伝う
109 how far どれくらい距離が離れて～
110 hundreds of 何百もの
111 in a circle 輪になって
112 in a group グループで
113 in a minute すぐに
114 in fact 実は
115 in peace 静かに、平和に
116 in public 人前で
117 in return お返しに
118 in spite of ～にもかかわらず
119 in the end 最後に



120 in those days 当時は
121 in time 間に合って
122 instead of ～代わりに
123 introduce A to B AをBに紹介する
124 keep in touch with ～を連絡を取り合う
125 keep my promise 約束を守る
126 lie down 横になる
127 like this このように
128 little by little 少しずつ
129 look after ～の世話をする
130 look like ～のように見える
131 look out of ～から外を見る
132 look up (辞書などで)調べる
133 lose my way 道に迷う
134 make A from B B(原料)でAを作る
135 make A into B Aを加工してBを作る
136 make A of B B(材料)でAを作る
137 make a mistake 間違える
138 make noise 音を立てる
139 make money お金を稼ぐ
140 name A after B BにちなんでAに名前をつける
141 neither A nor B AとBもどちらも～ない
142 next door 隣の家に
143 next time 次回
144 next to ～の隣の
145 no more これ以上～ない
146 not A but B AではなくB
147 on foot 徒歩で
148 on the other hand 一方では
149 on time 時間通りに
150 on vacation 休暇で
151 once a day 1日に1度
152 once more もう一度
153 one after another 次々に
154 one another お互いに
155 One is ～, the other is … . 片方は～、もう1つは…
156 plam to do ～するつもりだ
157 prepare for ～の準備をする
158 right away すぐに
159 say goodbye 別れを告げる



160 say to myself ひとり言を言う
161 see 人 off (人)を見送る
162 show 人 around 場所 (人)に(場所)を案内する
163 sleep well よく眠る
164 slow down 速度を落とす
165 smile at ～にほほえみかける
166 so far 今までのところ
167 so many 非常にたくさんの～
168 some other time いつか別のときに
169 something hot to drink 何か温かい飲み物
170 sound like ～のように聞こえる
171 speak to ～に話しかける
172 stand for ～を表す、～の略である
173 start with ～で始まる
174 stay with ～の家に滞在する
175 stop by 立ち寄る
176 such as 例えば～のような
177 suffer from ～に苦しむ
178 surf the Internet インターネットを見る
179 take a break 休憩する
180 take a look at ～を見る
181 take medicine 薬を飲む
182 take a rest 休憩する
183 take a seat 席につく
184 take a trip 旅行する
185 take a walk 散歩する
186 take out ～を取り出す
187 tell a lie うそをつく
188 than any other 名詞 ほかのどんな(名詞)よりも
189 thank 人 for 事柄 (人)に(事柄)について感謝する
190 these days 最近
191 this is my first time to 私にとって～するのは初めてだ
192 this way こちらの方向へ、このようにして
193 thousands of 何千もの
194 three times as … as 3倍～な
195 turn over ～を裏返す
196 used to 以前はよく～した
197 walk around 歩き回る
198 would love to ぜひ～したい
199 write down 書き留める



200 write to ～に手紙を書く


