
中 2　英単語 Unit3 発音

plan ﾌﾟﾗﾝ if ｲﾌ

go on a trip ｺﾞｰ　ｵﾝ　ｱ　ﾄﾘｯﾌﾟ drive ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

go ｺﾞｰ straight ｽﾄﾚｨﾄ

stay with~ ｽﾃｲ　ｳｨｽﾞ pizza ﾋﾟｯﾂｧ

statue ｽﾀﾁｭｰ starving ｽﾀｰﾋﾞﾝｸﾞ

liberty  ﾘﾊﾞﾃｨ go for ~ ｺﾞｰ　ﾌｫｰ

the Statue of Liberty  ｻﾞ ｽﾀﾁｭｰ ｵﾌﾞ ﾘﾊﾞﾃｨ on the way home ｵﾝ　ｻﾞ　ｳｪｲ　ﾎｰﾑ

kidding  ｷﾃﾞｨﾝｸﾞ Central Park ｾﾝﾄﾗﾙ　ﾊﾟｰｸ

serious  ｼﾘｱｽ theater ｼｱﾀｰ

tomorrow  ﾄｩﾓﾛｰ have a picnic ﾊﾌﾞ　ｱ　ﾋﾟｸﾆｯｸ

tennis  ﾃﾆｽ e-mail ｲｰ　ﾒｲﾙ

flight  ﾌﾗｲﾄ tonight ﾄｩﾅｲﾄ

finish  ﾌｨﾆｯｼｭ borrow ﾎﾞﾛｰ

packing  ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ clothes ｸﾛｽｨｰｽﾞ

will  ｳｨﾙ shop ｼｮｯﾌﾟ

arrive  ｱﾗｲﾌﾞ p.m. ﾋﾟｰ　ｴﾑ

airport  ｴｱﾎﾟｰﾄ as ｱｽﾞ

forget  ﾌｫｰｹﾞｯﾄ souvenir ｽｰﾊﾞﾆｰｱ

sunglasses  ｻﾝｸﾞﾗｽ information ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

weather  ｳｪｻﾞｰ lough ﾗﾌ

cloud  ｸﾗｳﾄﾞ loud ﾗｳﾄﾞ

rain  ﾚｲﾝ take ~ to ・・・・ ﾃｲｸ　～ﾄｩｰ・・・・

rainy  ﾚｲﾆｰ arrive at ～ ｱﾗｲﾌﾞ　ｱｯﾄ～

snowy  ｽﾉｳｨｰ See you soon. ｼｰ　ﾕｰ　ｽｰﾝ

wind  ウィンド

windy  ｳｨﾝﾃﾞｨｰ

forecast  ﾌｫｰｷｬｽﾄ  

passenger  ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰ  

board  ﾎﾞｰﾄﾞ

flight attendant ﾌﾗｲﾄ　ｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ

believe ﾋﾞﾘｨｰﾌﾞ 

suitcase  ｽｰﾂｹｰｽ



Unit3 Let's Read 単語　発音

once ﾜﾝｽ leap ﾘｰﾌﾟ

upon ｱﾎﾟﾝ fall ﾌｫｰﾙ

boy ﾎﾞｰｲ fell ﾌｪﾙ

Mongolia ﾓﾝｺﾞﾘｱ quick ｸｲｯｸ

find ﾌｧｲﾝﾄﾞ shoot ｼｭｰﾄ

found ﾌｧｳﾝﾄﾞ shot ｼｬｯﾄ

baby ﾍﾞｲﾋﾞｰ arraw ｱﾛｳ

grow ｸﾞﾛｳ outside ｱｳﾄｻｲﾄﾞ

grew ｸﾞﾘｭｰ injured ｲﾝｼﾞｭｱｰﾄﾞ

race ﾚｲｽ die ﾀﾞｲ

say ｾｲ go home ｺﾞｰ　ﾎｰﾑ

said ｾｯﾄﾞ take ~ away from・・・ ﾃｲｸ～ｱｳｪｲ　ﾌﾛﾑ・・・・

winner ｳｨﾅｰ ride on ~ ﾗｲﾄﾞ　ｵﾝ

marry ﾏﾘｨｰ fall off ﾌｫｰﾙ　ｵﾌ

daughter ﾄﾞｳﾀｰ run away ﾗﾝ　ｱｳｪｲ

part ﾊﾟｰﾄ keep on ~ing ｷｰﾌﾟ　ｵﾝ　～ｲﾝｸﾞ

town ﾀｳﾝ could ｸｯﾄﾞ

begin ﾋﾞｷﾞﾝ finally ﾌｧｲﾅﾘｰ

began ﾋﾞｷﾞｬﾝ sleep ｽﾘｰﾌﾟ

run ﾗﾝ slept ｽﾚﾌﾟﾄ

ran ﾗﾝ dream ﾄﾞﾘｰﾑ

lead ﾘｰﾄﾞ musical ﾐｭｰｼﾞｶﾙ

once upon a time ﾜﾝｽ　ｱﾎﾟﾝ　ｱ　ﾀｲﾑ bone ﾎﾞｰﾝ

take care of ～ ﾃｲｸ　ｹｱ　ｵﾌﾞ～ hair ﾍｱｰ

grow up ｸﾞﾛｳ　ｱｯﾌﾟ feel ﾌｨｰﾙ

take part in ～ ﾃｲｸ　ﾊﾟｰﾄ　ｲﾝ～ felt ﾌｪﾙﾄ

get on ｹﾞｯﾄ　ｵﾝ move ﾑｰﾌﾞ

silver ｼﾙﾊﾞｰ heart ﾊｰﾄ

leave ﾘｰﾌﾞ make ~ out of・・・ ﾒｲｸ～ｱｳﾄ　ｵﾌﾞ・・・・

stupid ｽﾄｩｰﾋﾟｯﾄﾞ kick ｷｯｸ

man ﾏﾝ happen ﾊｯﾌﾟﾝ

men ﾒﾝ

beat ﾋﾞｰﾄ



Unit3 単語

plan 計画 if もし～なら

go on a trip 旅行に出かける drive 運転する

go 進行する straight まっすぐに

stay with~ ～の家に泊まる pizza ピザ

statue 銅像 starving おなかペコペコ

liberty 自由 go for ~ ～を買いに行く

the Statue of Liberty 自由の女神 on the way home 帰り道に

kidding 冗談 Central Park ｾﾝﾄﾗﾙ　ﾊﾟｰｸ

serious 真剣な theater 劇場

tomorrow 明日 have a picnic ピクニックに行く

tennis テニス e-mail ｲｰﾒｰﾙ

flight 飛行 tonight 今夜

finish 終える・終わる borrow 借りる

packing 荷造り clothes 衣類

will ～だろう shop 店

arrive 到着する p.m. 午後

airport 空港 as ～として

forget 忘れる souvenir お土産

sunglasses ｻﾝｸﾞﾗｽ information 情報

weather 天気 lough 笑う

cloud 曇り loud 大きな声

rain 雨が降る take ~ to ・・・・ ～を・・・・に連れていく

rainy 雨降りの arrive at ～ ～に到着する

snowy 雪降りの See you soon. また後ほど

wind 風

windy 風が吹く

forecast 予報  

passenger 乗客  

board 搭乗

flight attendant 客室乗務員

believe 信じる

suitcase スーツケース



Unit3 Let's Read 単語

once 一度 leap 飛躍する・飛ぶ

upon ～に fall 落ちる

boy 少年 fell 落ちた

Mongolia モンゴリア quick 素早く

find 見つける shoot 撃つ

found 見つけた shot 撃った

baby 赤ん坊 arraw 弓

grow 成長する outside 外に

grew 成長した injured けがをした

race レース die 死ぬ

say 言う go home 家に帰る

said 言った take ~ away from・・・ ～を・・・から取り上げる

winner 勝者 ride on ~ ～に乗る

marry 結婚する fall off ～から落ちる

daughter 娘 run away 逃げる、走り去る

part 部分 keep on ~ing ～し続ける

town 町 could 出来た

begin 始める finally ついに

began 始めた sleep 寝る

run 走る slept 寝た

ran 走った dream 夢

lead 導く musical ミュージカル

once upon a time 昔々 bone 骨

take care of ～ ～の世話をする hair 髪

grow up 成長する feel 感じる

take part in ～ ～に参加する felt 感じた

get on 乗る move 移動する・感動する

silver 銀 heart 心

leave 出発する・去る make ~ out of・・・ ・・・から～を作る

stupid まぬけな kick 蹴る

man 男 happen 起こる

men 男たち

beat 殴る




