
サルでも知っている英単語700
リスト1

英単語だけではわかりにくものは英文の例文も入れました。例文を見てその使い方を確認してください。

たとえば「break」という英単語には日本語訳が「こわす、破る、割る、折る」と書いてあります。

「こわす」１つだけ日本語訳を書いてもＯＫとするか、それ以外の「破る、割る、折る」らも書けてはじめてＯ
Ｋとするか、難しいところです。ひとまずはＯＫとしてもいいでしょう。

「こわす」という日本語訳から「破る、割る、折る」を想像することができるならそれでよし。ただ覚えるとき
からそういう想像を働かせて覚えるようにしたらいいですね。

ただ「kind」のように「種類、親切な、やさしい」と「種類」からは想像できないものもあるのでこれらは両方
が答えられるようにしましょう。

大事なのは意味は１つじゃないってことです。さまざまに変化もし、２つ以上の意味を持っている単語もあ
るってこと、それらを知っていることがが英語が得意になるかどうかの分岐点になりうることを知っておい
てください、

また、過去形は基本的に入っていません。この英単語帳をステップに過去形へもつなげていってくださ
い。

忘れているものをまずはあぶりだす。あぶりだしたら覚えてつぶす。最低限の必須単語をひとまずやって
おく、そんな感じです。

この単語帳の使い方

ＰＤＦ版の単語帳は全部で３つあります。

１、暗記と答えわせ用（英単語と日本語訳が両方書いてあるもの）

２、日本語訳テスト用（日本語訳が空白になっているもの）

３、英単語テスト用（英単語のところが空白になっている）

ここに出ている７００語（英文もありますが）は過去の旧学習指導要領では掲載されていた必須単語を
ベースに公立中学校の教科書から主要な英単語・英文を引っ張ってきています。

今中学で習う単語の数が１２００語くらいだそうなのでここに掲載している数では十分とは言えませんが、
最低限知っておくべき英単語、どうしても知っておかなきゃいけない英単語と考えてください。

一応目安になる学年を書いていますが、もしかしたら習っていない英単語もあるかもしれません。習って
いないものは後回しにしてもかまいません。

順番は「日本語訳」ができたら「英単語」に進んでください。

長い時間をかけて暗記しても仕方ありません。すでに知っている単語がいくつもあるでしょう。テストも含
めて１ページに１５分以上は書けないようにしましょう。日本語訳は紙に書かずに口頭で確認するなどして
もかまいません。
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記録：　　／　　　正解数　　／20　　　　　　／　　　正解数　　／20　　 　　／　　　正解数　　／20　

1 中１ I have a dog. 私は犬を１匹飼っています

2 中１ about ～について（の）～に関して（の）

3 中１ about 約、大体、ほぼ

4 中１ about ten minutes 約１０分

5 中１ across
～を横切って、～の向こう側へ、～のこち
ら側へ

6 中１
The tsunami rolled across the
Indian Ocean.

津波はインド洋を横切って押し寄せまし
た。

7 中１ after ～のあとに、～後に（の）

8 中１ I play basketball after school.
.私は学校の後に（放課後に）バスケット
ボールをします。

9 中１ afternoon 午後

10 中１ again もう１度、また、（否定文で）二度と

11 中１ See you again. また会いましょう

12 中１ three years ago ３年前

13 中１ all
まったく、すっかり、すべてのもの、すべて
の人々、全部

14 中１ animal 動物

15 中１ answer 答え、返事

16 中１ any いくつか（の）、何人か（の）、いくらか（の）

17 中１ I do not have any pens. 私はペンを１つも持っていません。

18 中１ April ４月

19 中１ ask たずねる、問う

20 中１ She asks me about book. 彼女は私に本についてたずねます。
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記録：　　／　　　正解数　　／20　　　　　　／　　　正解数　　／20　　 　　／　　　正解数　　／20　

41 中１ box 箱

42 中１ boy 男の子、少年

43 中１ breakfast 朝食、朝ご飯

44 中１ bring （物を）持ってくる、（人を）連れてくる

45 中１ He bringｓ lunch from home. 彼は家からお昼ごはんを持ってきます。

46 中１ brown 茶色（の）

47 中１ brother 兄、弟、兄弟

48 中１ bus バス

49 中１ but しかし、だが

50 中１ buy 買う

51 中１ We can go by bike. 私達は自転車で行くことができます。

52 中１ call （～を・・・と）呼ぶ、（～を・・・と）名づける

53 中１ Please call me Mike. どうぞ私をマイクと呼んでください。

54 中１ can ～することができる、～してもよい（may)

55 中１ Can you help me? 手伝ってくれますか？

56 中１ Can I speak to him? 彼と話をしても良いですか？

57 中１ car 車

58 中１ carry
運ぶ、持っていく、伝える；持っている、持
ち歩く

59 中１ catch つかまえる、捕る、捕らえる

60 中１ chair いす
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記録：　　／　　　正解数　　／20　　　　　　／　　　正解数　　／20　　 　　／　　　正解数　　／20　

501 中２ among ～の間に（の）、～の中に（の）

502 中２ among the students 生徒たちの間に

503 中２ another もう１つの、もう一人の、別の

504 中２ He runs as fast as he can. 彼はできるだけ速く走ります。

505 中２ away 離れて、遠くに、別の場所へ

506 中２ far away 遠く離れて、ずっと向うに

507 中２ back 後ろへ、あとへ、元の場所に

508 中２ Watch it until I get back. 私が帰るまでそれを見ておきなさい

509 中２ bad 悪い、いやな、くさった

510 中２ because ～だから、～なので

511 中２
I like ice cream because it is
sweet.

私はそれが甘いので、アイスクリームが好
きです

512 中２ become ～になる

513 中２ He became a baseball player. 彼は野球の選手になりました

514 中２ between A and B AとBの間に

515 中２ break こわす、破る、割る、折る

516 中２ build 建てる、造る

517 中２ busy 忙しい、にぎやかな

518 中２ card カード

519 中２ child 子ども

520 中２ city 市、都会、町
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記録：　　／　　　正解数　　／20　　　　　　／　　　正解数　　／20　　 　　／　　　正解数　　／20　

521 中２ cold 寒い、冷たい

522 中２ could canの過去形

523 中２ cup 茶碗１杯、カップ１杯

524 中２ another cup of　tea もう１杯のお茶

525 中２ cut 切る

526 中２ dear かわいい、いとしい、愛する～

527 中２ different 違った、別の、いろいろな

528 中２ How are these maps different?
これらの地図はどのような違いがあります
か？

529 中２ during ～の間（のいつか）に

530 中２ each それぞれの、各～、それぞれ

531 中２ either A or B AかBのどちらか

532 中２ everything すべてのこと（もの）

533 中２ famous 有名な

534 中２ She is famous for her song. 彼女は彼女の歌で有名です。

535 中２ farm 農場

536 中２ feel 感じる、～の感じがする、気分が～である

537 中２ few 少数、（～のしかない）

538 中２ a few ２～３の、少数（の～）

539 中２ find 見つける、見いだす

540 中２ finish 終わらせる、終える；終わる、すむ
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