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Answers

単語・発音 意　味 3回目2回目1回目

child person human student teacher
group big large small little
low high tall long short

Level 1   001-027   17

walk  run turn move jump
return  return stop leave many much
few  few little  little

人の性質を表す語（2）人の性質を表す語（2）

001 child [tƒáild] チャイるド 子ども
002 person [p^\Rsn] パ〜スン 人
003 human [hjú\m6n] ヒューマン 人間の
004 student [stJú\dnt] ステューデント 生徒
005 teacher [tí\tƒ6R] ティーチャ 教師
006 group [grú\p] グループ 集団

001 002 003 004 005

006 007 008 009 010

011 012 013 014 015

人を表す語（1）

ひとりっ子 an only c                 

親切な人 a kind p                 

人体 the h                  body

高校生 a high school s                 

英語の教師 an English                  

集団になって in a g                 

016 017 018 019 020

021 022 023 024 025

026 027

大小・長短・高低など
007 big [bíg] ビッグ 大きい 大きな家 a b                  　       house
008 large [l!\RdΩ] らーヂ 大きい 大家族 a l         family
009 small [sm$\l] スモーる 小さい 小さな部屋 a s        room
010 little [lítl] りトゥる 小さい 小さな女の子 a l     girl
011 low [lóu] ろウ 低い 低い塀 a l    wall
012 high [hái] ハイ 高い 高い山 h     mountains
013 tall [t$\l] トーる 高い 高い建物 t     buildings
014 long [l$\©] ろーング 長い 長い髪 l     hair
015 short [ƒ$\Rt] ショート 短い，背が低い 短編小説 a s    story

移動を表す語（1）
016 walk [w$\k] ウォーク 歩く 学校へ歩く w      to school
017 run [r%n] ラン 走る 駅へ走る r       to the station
018 turn [t^\Rn] タ〜ン 曲がる 角で左に曲がる t        left at the corner
019 move [mú\v] ムーヴ 動かす 箱を動かす m       the box
020 jump [dΩ%mp] ヂャムプ とぶ フェンスをとびこえる j    over the fence

021 return [rit^\Rn] リタ〜ン
帰る，
返す

022 stop [st!p] スタップ 止める 車を止める s    the car
023 leave [lí\v] りーヴ 去る 部屋を去る l    the room

数や量を表す語
024 many [méni] メニィ 多くの 多くの友人 m    friends
025 much [m%tƒ] マッチ たくさんの たくさんのお金 m      money

026 few [fjú\] ふュー
ほとんどない，
少しはある

027 little [lítl] りトゥる
ほとんどない，
少しはある

間違いがほとんどない。 There are f       mistakes.

間違いが少しはある。 There are a  f   mistakes.

私たちには時間がほとんどない。 We have l     time.

私たちには時間が少しはある。 We have a l     time.

家に帰る r      home　
本を返す r   the book
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