
中 2　英単語　Unit4 発音

tour ﾂｱｰ The Yankees ｻﾞ　ﾔﾝｷｰｽ

city ｼﾃｨｰ love ﾗﾌﾞ

Broadway ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ fun ﾌｧﾝ

island ｱｲﾗﾝﾄﾞ to ﾄｩｰ

musical ﾐｭｰｼﾞｶﾙ anytime ｴﾆｰﾀｲﾑ

ferry ﾌｪﾘｰ welcome ｳｪﾙｶﾑ

battery ﾊﾞｯﾃﾘｰ now ﾅｳ

Battery Park ﾊﾞｯﾃﾘｰ ﾊﾟｰｸ something ｻﾑｼﾝｸﾞ

check ﾁｪｯｸ come back ｶﾑ　ﾊﾞｯｸ

next ﾈｸｽﾄ cafe ｶﾌｪ

Aladdin ｱﾗｼﾞﾝ market ﾏｰｹｯﾄ

make a plan ﾒｲｸ　ｱ　ﾌﾟﾗﾝ bookstore ﾌﾞｯｸｽﾄｱ

check out ﾁｪｯｸ　ｱｳﾄ exercise ｴｸｻｻｲｽﾞ

tall ﾄｰﾙ oasis ｵｱｼｽ

ton ﾄﾝ center ｾﾝﾀｰ

in ｲﾝ nature ﾈｲﾁｬｰ

weight ｳｪｲﾄ rent ﾚﾝﾄ

hold ﾎｰﾙﾄﾞ example ｲｸﾞｻﾞﾝﾌﾟﾙ

right ﾗｲﾄ ice-skating rink ｱｲｽ　ｽｹｲﾃｨﾝｸﾞ　ﾘﾝｸ

hand ﾊﾝﾄﾞ lover ﾗﾊﾞｰ

torch ﾄｰﾁ the Metropolitan 
Museum of Art

ｻﾞ　ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ　ﾐｭｰｼﾞｱ

ﾑ　ｵﾌﾞ　ｱｰﾄ

past ﾊﾟｽﾄ free ﾌﾘｰ

guide ｶﾞｲﾄﾞ concert ｺﾝｻｰﾄ

ship ｼｯﾌﾟ mosaic ﾓｻﾞｲｸ

show ｼｮｳ Strawberry Fields ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ　ﾌｨｰﾙﾄﾞ

leaflet ﾘｰﾌﾚｯﾄ attraction ｱﾄﾗｸｼｮﾝ

history ﾋｽﾄﾘｰ such ｻｯﾁ

of ｵﾌﾞ carriage ｶﾘｯｼﾞ

in the past ｲﾝ　ｻﾞ　ﾊﾟｽﾄ ride ﾗｲﾄﾞ

flag ﾌﾗｯｸﾞ first of all ﾌｧｰｽﾄ　ｵﾌﾞ　ｵｰﾙ

mug ﾏｸﾞ for example ﾌｫｰ　ｲｸﾞｻﾞﾝﾌﾟﾙ

sticker ｽﾃｨｯｶｰ ～, such as ….. ｻｯﾁ　ｱｽﾞ



Unit4 Daily Life 単語　発音

excuse ｲｸｽｷｭｰｽﾞ Could you ~? ｸｯﾄﾞ　ﾕｰ

off ｵﾌ get off ｹﾞｯﾄ　ｵﾌ

street ｽﾄﾘｰﾄ get to ~ ｹﾞｯﾄ　ﾄｩｰ

along ｱﾛﾝｸﾞ near here ﾆｱ　ﾋｱ

left ﾚﾌﾄ How long ~? ﾊｳ　ﾛﾝｸﾞ

take ﾃｲｸ You're welcome. ﾕｱ　ｳｪﾙｶﾑ

Excuse me. ｲｸｽｷｭｰｽﾞ　ﾐｰ



Unit4 単語

tour ﾂｱｰ　見学 The Yankees ヤンキース

city 都市、都会 love ～が大好きである

Broadway ブロードウェイ fun 楽しい

island 島 to ～するための

musical ミュージカル anytime いつでも

ferry フェリー welcome 歓迎される

battery 砲台 now さて、ところで

Battery Park バッテリー・パーク something 何か、何かあるもの

check ～を確かめる come back 帰る

next 次に cafe カフェ

Aladdin アラジン market 市場

make a plan 計画を立てる bookstore 書店

check out ～調べる、検討する exercise 運動

tall 高さが～ある oasis 憩いの場

ton トン center 中心

in ～について nature 自然

weight 重さ rent ～を借りる

hold ~をしっかり持っている example 例

right 右の ice-skating rink アイススケート場

hand 手 lover 愛好者、～好きの人

torch たいまつ the Metropolitan 
Museum of Art

メトロポリタン美術館

past 過去 free 無料の

guide ～を誘導する concert コンサート

ship 船 mosaic モザイク画

show 人に物を見せる Strawberry Fields ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ・ﾌｨｰﾙｽﾞ

leaflet パンフレット attraction 魅力あるもの

history 歴史 such そんな

of ～についての carriage 馬車

in the past 過去に、これまで ride 乗ること

flag 旗 first of all まず第一に

mug マグカップ for example 例えば

sticker ステッカー ～, such as ….. ～例えば・・・・



Unit4 Daily Life 単語

excuse ～を許す Could you ~? ～していただけませんか。

off 離れて get off 降りる

street ～通り get to ~ ～に着く

along ～に沿って near here この近くに

left 左 How long ~? どのくらい

take （時間が）かかる You're welcome. どういたしまして。

Excuse me. すみません。


