
1 new 新しい 31 busy 忙しい

2 favorite お気に入りの 32 happy 幸せな

3 interesting 面白い 33 next 次の

4 easy 簡単な 34 difficult 難しい

5 large 大きい 35 popular 人気のある

6 small 小さい 36 different さまざまな、違った

7 some いくつかの、いくらかの 37 kind 親切な

8 any （疑）何か（否）何も（～ない） 38 another 別の

9 many 多くの 39 tired 疲れた

10 old 古い、年を取った 40 stand 立つ

11 late 遅れた 41 think ～と思う

12 tall 背が高い 42 answer 答える

13 careful 注意して 43 ask ～にたずねる、～にたのむ

14 free ひまな 44 believe ～を信じる

15 beautiful 美しい 45 make ～を作る

16 really 本当に 46 exchange ～を交換する

17 hard 一生懸命に、難しい 47 hope ～を望む

18 here ここに 48 tell ～に話す

19 there そこに 49 feel ～の感じがする

20 always いつも 50 sing 歌う

21 usually ふつう 51 drink ～を飲む

22 often しばしば 52 eat ～を食べる

23 sometimes ときどき 53 work 働く

24 today 今日 54 choose ～を選ぶ

25 well 上手に、よく 55 say ～と言う

26 about およそ 56 understand ～を理解する

27 only ただ～だけ、ほんの 57 need ～が必要である

28 fast 速く 58 become ～になる

29 early 早く 59 change ～を変える、変わる

30 too ～ あまりにも～ 60 remember ～を覚えている、～を思い出す

基本英単語　動詞　1 ～ 30 基本英単語　動詞　31 ～ 60



61 travel 旅行する 1 hospital 病院

62 spend を過ごす 2 friend 友達

63 sleep 眠る 3 student 生徒

64 bring ～をもってくる 4 teacher 先生

65 learn 学ぶ 5 class 授業、学級

66 practice ～を練習する 6 subject 教科

67 ride ～に乗る 7 English 英語（の）

68 stay 滞在する 8 Japanese 日本語、日本の

69 hear ～を聞く 9 breakfast 朝食

70 send ～を送る 10 lunch 昼食

71 share ～を分かち合う 11 dinner 夕食

72 save ～を守る、～を節約する 12 flower 花

73 cry 泣く 13 country 国

74 agree 賛成する 14 number 番号、数

75 build ～を建てる 15 family 家族

76 decide 決める 16 uncle 叔父

77 forget ～を忘れる 17 aunt 叔母

78 guess ～を推測する 18 son 息子

79 laugh 笑う 19 daughter 娘

80 lose ～を失う 20 week 週

81 borrow ～を借りる 21 Sunday 日曜日

82 sell ～を売る 22 Monday 月曜日

83 join ～に参加する 23 Tuesday 火曜日

84 mean ～を意味する 24 Wednesday 水曜日

85 introduce 紹介する 25 Thursday 木曜日

86 hold ～を抱く、開く 26 Friday 金曜日

87 carry ～を運ぶ 27 Saturday 土曜日

88 explain ～を説明する 28 season 季節

89 invite ～を招待する 29 weather 天気

90 collect ～を集める 30 snow 雪

基本英単語　動詞　61 ～ 90 基本英単語　名詞・代名詞　1 ～ 30



31 morning 朝、午前 61 people 人々

32 noon 正午 62 everyone みんな

33 afternoon 午後 63 these これら

34 evening 夕方 64 those それら

35 year 年、一年 65 earth 地球

36 spring 春 66 vacation 休み

37 summer 夏 67 library 図書館

38 fall 秋 68 station 駅

39 winter 冬 69 water 水

40 month 月 70 street 通り

41 January １月 71 hour 時間、一時間

42 February ２月 72 river 川

43 March ３月 73 holiday 休日

44 April ４月 74 plane 飛行機

45 May ５月 75 beach 海辺

46 June ６月 76 mountain 山

47 July ７月 77 letter 手紙

48 August ８月 78 fun 楽しみ

49 September ９月 79 world 世界

50 October １０月 80 language 言語

51 November １１月 81 song 歌

52 December １２月 82 town 町

53 birthday 誕生日 83 food 食べ物

54 culture 文化 84 island 島

55 city 市、都市 85 job 仕事

56 minute 分、ちょっと 86 opinion 意見

57 dream 夢 87 problem 問題

58 road 道、道路 88 idea 考え

59 question 質問 89 place 場所

60 homework 宿題 90 smile ほほえみ

基本英単語　名詞・代名詞　31 ～ 60 基本英単語　名詞・代名詞　61 ～ 90



91 way 道、方法 1 new 新しい

92 life 生活、人生、生命 2 favorite お気に入りの

93 child-children 子供（単数ー複数） 3 interesting 面白い

94 parent-parents 親（単数ー複数） 4 easy 簡単な

95 weekend 週末 5 large 大きい

96 dish-dishes 皿（単数ー複数） 6 small 小さい

97 newspaper 新聞 7 some いくつかの、いくらかの

98 part 一部 8 any （疑）何か（否）何も（～ない）

99 trip 旅行 9 many 多くの

100 history 歴史 10 old 古い、年を取った

101 face 顔 11 late 遅れた

102 volunteer ボランティア 12 tall 背が高い

103 restaurant レストラン 13 careful 注意して

104 nature 自然 14 free ひまな

105 thing もの、こと 15 beautiful 美しい

106 everything すべてのもの 16 really 本当に

107 nothing 何も～ない 17 hard 一生懸命に、難しい

108 something 何か 18 here ここに

109 anything （疑）何か（否）何も～ない 19 there そこに

110 someone だれか 20 always いつも

21 usually ふつう

22 often しばしば

23 sometimes ときどき

24 today 今日

25 well 上手に、よく

26 about およそ

27 only ただ～だけ、ほんの

28 fast 速く

29 early 早く

30 too ～ あまりにも～

基本英単語　名詞・代名詞　91 ～ 110 基本英単語　形容詞・副詞　1 ～ 30



31 busy 忙しい 61 ago ～前に

32 happy 幸せな 62 soon すぐに、まもなく

33 next 次の 63 yesterday 昨日

34 difficult 難しい 64 then そのとき

35 popular 人気のある 65 away 離れて

36 different さまざまな、違った 66 just ちょうど、ただ

37 kind 親切な 67 abroad 外国に

38 another 別の 68 tomorrow 明日

39 tired 疲れた 69 straight まっすぐに

40 wonderful 素晴らしい 70 also ～もまた

41 important 重要な 71 exciting ワクワクさせる

42 sad 悲しい 72 environmental 環境の

43 quiet 静かな 73 together 一緒に

44 famous 有名な 74 still まだ

45 other ほかの 75 almost ほとんど

46 warm あたたかい 76 far 遠くに

47 strong 強い 77 again もう一度、再び

48 alone 一人で 78 even ～でさえ

49 foreign 外国の 79 suddenly 突然

50 young 若い 80 already もう

51 traditional 伝統的な

52 heavy 重い

53 glad うれしい

54 same 同じ

55 delicious おいしい

56 TRUE 真実の

57 useful 役に立つ

58 such そのような

59 enough 十分な

60 poor 貧しい

基本英単語　形容詞・副詞　31 ～ 60 基本英単語　形容詞・副詞　61 ～ 80



1 from ～ ～から、～の出身 1 listen to ～ ～を聞く

2 to ～ ～に、～へ 2 look at ～ ～を見る

3 for ～ ～のために、～の間 3 get to ～ ～に着く

4 of ～ ～の 4 live in ～ ～に住んでいる

5 before ～ ～の前に 5 get up 起きる

6 after ～ ～のあとに 6 go to bed 寝る

7 by ～ ～によって、～のそばに 7 help A with B ＡのＢを手伝う

8 on ～ ～の上に、（時）～に 8 both A and B ＡもＢも両方とも

9 at ～ （時の一点）～に、（場所）～に 9 take a picture 写真をとる

10 or ～かまたは… 10 go shopping 買い物に行く

11 under ～ ～の下に 11 be good at ～ ～が得意である

12 with ～ ～といっしょに 12 by bike 自転車で

13 around ～ ～のまわりを 13 after school 放課後に

14 near ～ ～の近くに 14 over there 向こうの

15 like ～ ～のような 15 each other おたがい

16 about ～ ～について 16 for a long time 長い間

17 during ～ ～の間に 17 a member of ～ ～の一員

18 if ～ もし～ならば 18 in front of ～ ～の前で

19 when ～ （～する）ときに 19 a lot of ～ たくさんの～

20 because ～ ～なので 20 for example たとえば

21 into ～ ～の中へ 21 take A to B ＡをＢに連れていく

22 along ～ ～に沿って 22 wait for ～ ～を待つ

23 through ～ ～を通じて 23 have a cold かぜをひいている

24 as ～ ～として 24 take care of ～ ～の世話をする

25 than ～ ～よりも 25 look for ～ ～をさがす

26 without ～ ～なしで 26 look like ～ ～のように見える

27 since ～ ～から（ずっと） 27 worry about ～ ～について心配する

28 until ～ ～まで（ずっと） 28 get off 降りる

29 among ～ ～の間で 29 turn on をつける

30 while ～ ～する間に 30 turn off を消す

基本英単語　前置詞・接続詞　1 ～ 30 基本英熟語　1 ～ 30



31 be interested in ～ ～に興味がある

32 be born 生まれる

33 be impressed 感動する

34 be surprised at ～ ～に驚く

35 be afraid of ～ ～をこわがる

36 be sick in bed 病気で寝ている

37 thanks to ～ ～のおかげで

38 Thank you for ～ ing ～してくれてありがとう

39 What kind of ～ ? どんな種類の～？

40 a few ２，３の

41 a lot たくさん

42 a little 少し

43 one of ～ ～の一つ

44 most of ～ ～の大部分

45 after a while しばらくして

46 one day ある日

47 in English 英語で

48 in the future 将来

49 between A and B ＡとＢの間に

50 for the first time はじめて

基本英熟語　31 ～ 50


