
中 3　英単語

Unit3 発音

monument ﾓﾆｭﾒﾝﾄ hour ｱｳｱ

atomic ｱﾄﾐｯｸ rain ﾚｲﾝ

bomb ﾎﾞﾑ boyfriend ﾎﾞｰｲﾌﾚﾝﾄﾞ

atomic bomb ｱﾄﾐｯｸ　ﾎﾞﾑ the Thinker ｻﾞ　ｼﾝｶｰ

peace ﾋﾟｰｽ century ｾﾝﾁｭﾘｰ

memorial ﾒﾓﾘｱﾙ Mona Lisa ﾓﾅ　ﾘｻﾞ

Peace Memorial Park ﾋﾟｰｽ　ﾒﾓﾘｱﾙ　ﾊﾟｰｸ panda ﾊﾟﾝﾀﾞ

dome ドーム valuable ﾊﾞﾘｭｱﾌﾞﾙ

Atomic Bomb Dome ｱﾄﾐｯｸ　ﾎﾞﾑ　ﾄﾞｰﾑ war ｳｫｰ

drop ﾄﾞﾛｯﾌﾟ met ﾒｯﾄ

remind ﾘﾏｲﾝﾄﾞ though ｿﾞｳ

horror ﾎﾗｰ victim ｳﾞｨｸﾃｨﾑ

reminder ﾘﾏｲﾝﾀﾞｰ survivor ｻﾊﾞｲﾌﾞ

mission ﾐｯｼｮﾝ pass ﾊﾟｽ

anyone ｴﾆｰﾜﾝ generation ｼﾞｪﾈﾚｲｼｮﾝ

since ｼﾝｽ peaceful ﾋﾟｰｽﾌﾙ

remind A of B ﾘﾏｲﾝﾄﾞA ｵﾌﾞ B however ﾊｳｴﾊﾞｰ

work for ~ ﾜｰｸ　ﾌｫｰ get older ｹﾞｯﾄ　ｵｰﾙﾀﾞｰ

known ﾉｳﾝ year by year ｲﾔ‐　ﾊﾞｲ　ｲﾔｰ

childhood ﾁｬｲﾙﾄﾞﾌｯﾄﾞ pass A on ﾊﾟｽ　A　ｵﾝ

for a long time ﾌｫｰ　ｱ　ﾛﾝｸﾞ　ﾀｲﾑ meal ﾐｰﾙ

realize ﾘｰｱﾗｲｽﾞ impossible ｲﾝﾊﾟｯｼﾌﾞﾙ

bombing ﾎﾞﾐﾝｸﾞ necessary ﾈｾｻﾘｰ

determined ﾃﾞｨﾀｰﾐﾝﾄﾞ alone ｱﾛｳﾝ

especially ｲｽﾍﾟｼｬﾘｰ brought ﾌﾞﾛｰﾄ

young ﾔﾝｸﾞ find ﾌｧｲﾝﾄﾞ

tragic ﾄﾗｼﾞｯｸ own ｵｳﾝ

create ｸﾘｴｲﾄ without ｳｨｽﾞｱｳﾄ

better ﾍﾞﾀｰ personal ﾊﾟｰｿﾅﾙ

promote ﾌﾟﾛﾓｰﾄ Floyd Schmoe ﾌﾛｲﾄﾞ　ｼｭﾓｰ

be determined to~ ﾋﾞｰ　ﾃﾞｨﾀｰﾐﾝﾄﾞ　ﾄｩｰ American ｱﾒﾘｶﾝ

half ﾊｰﾌ



Unit3 単語　発音

sense ｾﾝｽ inspiration ｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ

pain ﾍﾟｲﾝ taken ﾃｲｸﾝ

collect ｺﾚｸﾄ bring up ~ ﾌﾞﾘﾝｸﾞ　ｱｯﾌﾟ

money ﾏﾆｰ pass down ~ ﾊﾟｽ　ﾀﾞｳﾝ

act ｱｸﾄ think of ~ ｼﾝｸ　ｵﾌﾞ



Unit3　単語　

monument 名：記念碑 hour 名：一時間

atomic 形：原子力の rain 動：雨が降る

bomb 名：爆弾 boyfriend 名：ボーイフレンド

atomic bomb 名：原子爆弾 the Thinker 名：考える人

peace 名：平和 century 名：世紀

memorial 形：記念の Mona Lisa 名：モナ・リザ

Peace Memorial Park 名：平和記念公園 panda 名：パンダ

dome 名：ドーム valuable 形：価値のある

Atomic Bomb Dome 名：原爆ﾄﾞｰﾑ war 名：戦争

drop 動：～を落とす met 動：meetの過去・過去分詞

remind 動：思い出させる though 接：～だけれども

horror 名：恐怖・恐ろしさ victim 名：犠牲者

reminder 名：思い出させるもの survivor 名：生き残った人・生存者

mission 名：任務・使命 pass 動：～を渡す

anyone 代：誰か・誰でも generation 名：世代

since 前：～以来・～から peaceful 形：平和な

remind A of B Aに Bを思い出させる however 副：しかしながら

work for ~ ～に向かって努力する get older より年老いる

known 動：knowの過去分詞 year by year 年々

childhood 名：子供のころ pass A on Aを伝える

for a long time 長い間 meal 名：食事

realize 動：～を悟る impossible 形：不可解な

bombing 名：爆撃 necessary 形：必要な・なくてはならない

determined 形：意志の強い alone 副：～だけで、一人で

especially 副：特に brought bringの過去・過去分詞

young 形：若い find 動：～であるとわかる

tragic 形：悲惨な・痛ましい own 形：自分自身のもの

create 動：～を創造する without 前：～なしで

better 形：よりよい personal 形：個人的な

promote 動：～を促進する Floyd Schmoe 名：フロイド・シュモー

be determined to~ ～することを決心する American 名：アメリカ人

half 形：半分の



Unit3 単語

sense 動：～を感じる inspiration 名：激励する人

pain 名：苦痛・痛み taken 動：takeの過去分詞

collect 動：～を集める bring up ~ ～を育てる

money 名：お金 pass down ~ ～を渡す

act 動：行動する think of ~ ～について考える


