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単語と英文の復習

(1) 遅い late (2) 辞書 dictionary

(3) 鉛筆 pencil (4) ほかの other

(5) 自然 nature (6) 中学生 junior high school student

(7) 祭り festival (8) 楽しむ enjoy

(9) 正午 noon (10) 働く work

(11) 飲む drink (12) 水 water

(13) 男の人 man (14) 女の人 woman

(15) 後で later (16) 語 word

(17) 意味する mean (18) 簡単な easy

(19) たずねる ask (20) だれにも anyone

(21) 左 left (22) 右 right

(23) 病院 hospital (24) ～をさがす look for

(25) ～を通っていく go down (26) 起きる get up

(27) 出る leave (28) ～に到着する get to

(29) 放課後 after school (30) 寝る go to bed

(31) ～を聞く listen to (32) 読む read

(33) 眠る sleep (34) 冬 winter

(35) 夏 summer (36) 冬休み winter vacation

(37) 素晴らしい wonderful (38) 建物 building

(39) 途中で on the way (40) ～の１つ one of

(41) 昨日 yesterday (42) 見つける find

(43) 山 mountain (44) ～と…の間 between ～ and …

(45) ～の間 during
(46) ごめん。 I'm sorry .
(47) あなたは彼女のことを知っていますか？

Do you know about her ?
(48) 私たちの学校は創立７０年です。

Our school is 70 years old .
(49) 私たちの学校は創立７０年です。
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(50) 私たちの学校には２３５人の生徒と約２５人の先生がいます。

Our school has 235 students and about 25 teachers .

(51) あなたは写真を撮っているところですか？

Are you taking pictures? ?
(52) これらの単語はどういう意味ですか？

What do these words mean ?
(53) それはどういう意味ですか？

What does it mean ?
(54) だれにも聞いてはいけません。

Don't ask anyone .
(55) 私は緑駅をさがしています。

I'm looking for Midori Station .
(56) この通りを通って行ってください。

Go down this street .
(57) ２番目の信号を左に曲がってください。

Turn left at the second traffic light .
(58) ぼくは７時に起きます。

I get up at seven .
(59) ぼくは７時５０分に家を出ます。

I leave home at seven fifty .
(60) ぼくは歩いて学校に行きます。

I walk to school .
(61) ぼくは８時１０分に学校に着きます。

I get to school at eight ten .
(62) ぼくたちは１２時３０分に昼食を食べます。

We have lunch at twelve thirty .
(63) ぼくは放課後サッカーをします。

I play soccer after school .
(64) ぼくはたいてい夕食の前に勉強します。

I usually study before dinner .
(65) ぼくは１１時頃寝ます。

I go to bed at about eleven .
(66) あなたは何時に起きますか？

What time do you get up ?
(67) あなたはどうやって学校に来ますか？

How do you come to school ?
(68) よい冬休みをお過ごしください。

Have a nice winter vacation .
(69) 途中で素晴らしい建物を見ることができます。

We can see some wonderful buildings on the way .
(70) たくさんの人々がアメリカに行きます。

A lot of people go to America .
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