
中 3　英単語

Unit4 発音

progress ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ disagree ﾃﾞｨｽｱｸﾞﾘｰ

lives ﾗｲﾌﾞｽﾞ agree with ~ ｱｸﾞﾘｰ　ｳｨｽﾞ

search ｻｰﾁ disagree with ~ ﾃﾞｨｽｱｸﾞﾘｰ　ｳｨｽﾞ

engine ｴﾝｼﾞﾝ navigation ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ

which ｳｨｯﾁ raise ﾚｲｽﾞ

respond ﾚｽﾎﾟﾝﾄﾞ point ﾎﾟｲﾝﾄ

command ｺﾏﾝﾄﾞ progress ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

common ｺﾓﾝ rapidly ﾗﾋﾟｯﾄﾞﾘｨ

autmatically ｵｰﾄﾏﾃｨｶﾘｨ exchange ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ

translation ﾄﾗﾝｽﾚｲｼｮﾝ that ｻﾞｯﾄ

software ｿﾌﾄｳｪｱ broaden ﾌﾞﾛｰﾃﾞﾝ

quite ｸﾜｲﾄ understanding ｱﾝﾀﾞｰｽﾀﾝﾄﾞ

respond to~ ﾚｽﾎﾟﾝﾄﾞ　ﾄｩｰ hint ﾋﾝﾄ

come up with ｶﾑ　ｱｯﾌﾟ　ｳｨｽﾞ Rome ﾛｰﾏ

soft ｿﾌﾄ Paris ﾊﾟﾘｽ

skin ｽｷﾝ handball ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

make ﾒｲｸ directly ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘｨ

deliver ﾃﾞｨﾘﾊﾞｰ hate ﾍｲﾄ

package ﾊﾟｯｹｨｼﾞ depend ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾄﾞ

paticular ﾊﾟﾃｨｷｭﾗｰ suppose ｻﾎﾟｰｽﾞ

address ｱﾄﾞﾚｽ proper ﾌﾟﾛﾊﾟｰ

machine ﾏｼｰﾝ remember ﾘﾒﾝﾊﾞｰ

translate ﾄﾗﾝｽﾚｲﾄ hate to~ ﾍｲﾄ　ﾄｩｰ

phrase ﾌﾚｲｽﾞ depend on ~ ﾃﾞｨﾍﾟﾝﾄﾞ　ｵﾝ～

agree ｱｸﾞﾘｰ

who ﾌｰ

with ｳｨｽﾞ

interact ｲﾝﾀﾗｸﾄ

foreign ﾌｫｰﾚﾝ

help ﾍﾙﾌﾟ

might ﾏｲﾄ

anymore ｴﾆｰﾓｱｰ



Unit4 Let's Read 単語　発音

imagine ｲﾏｼﾞﾝ Mars ﾏｰｽﾞ

character ｷｬﾗｸﾀｰ avatar ｱﾊﾞﾀｰ

human ﾋｭｰﾏﾝ severe ｻﾋﾞｱｰ

like ﾗｲｸ physical ﾌｨｼﾞｶﾙ

factory ﾌｧｸﾄﾘｰ disability ﾃﾞｨｻﾋﾞﾘﾃｨ

modern ﾓﾀﾞﾝ open ｵｰﾌﾟﾝ

variety ﾊﾞﾗｲｱﾃｨｰ autumn ｵｰﾀﾑ

shape ｼｪｲﾌﾟ user ﾕｰｻﾞｰ

improve ｲﾝﾌﾟﾙｰﾌﾞ man ﾏﾝ

above ｱﾊﾞﾌﾞ serious ｼﾘｱｽ

come true ｶﾑ　ﾄｩﾙｰ disease ﾃﾞｨｼﾞｰｽﾞ

a variety of~ ｱ ﾊﾞﾗｲｱﾃｨｰ ｵﾌﾞ body ﾊﾞﾃﾞｨ

more and more ﾓｱ ｱﾝﾄﾞ ﾓｱ control ｺﾝﾄﾛｰﾙ

again and again ｱｹﾞｲﾝ ｱﾝﾄﾞ ｱｹﾞｲﾝ movement ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ

suit ｽｰﾂ live ﾗｲﾌﾞ

HAL ﾊﾙ microphone ﾏｲｸﾛﾌｫﾝ

rescue ﾚｽｷｭｰ service ｻｰﾋﾞｽ

dangerous ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽ advice ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

The Great East Japan 
Earthquake

ｻﾞ ｸﾞﾚｰﾄ ｲｰｽﾄ ｼﾞｬ

ﾊﾟﾝ　ｱｰｽｸｳｪｲｸ

make friend with~ ﾒｲｸ　ﾌﾚﾝﾄﾞ　ｳｨｽﾞ～

nuclear ﾆｭｰｸﾘｱｰ challenge ﾁｬﾚﾝｼﾞ

power ﾊﾟﾜｰ connect ｺﾈｸﾄ

station ｽﾃｲｼｮﾝ society ｿｻｲｴﾃｨ

NASA ﾅｻ connect ~ with.... ｺﾈｸﾄ～ｳｨｽﾞ.....

develop ﾃﾞｨﾍﾞﾛﾌﾟ I wish I could~. ｱｲ　ｳｨｼｭ　ｱｲ　ｸｯﾄﾞ～

explore ｲｸｽﾌﾟﾛｰｱ

with ｳｨｽﾞ

robonaut 2 ﾛﾎﾞﾉｳﾄ　ﾂｰ

ISS ｱｲｴｽｴｽ

international ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

send ｾﾝﾄﾞ

Insight ｲﾝｻｲﾄ

reach ﾘｰﾁ



Unit ４　単語

progress 名：進歩 disagree 動：反対する

lives 名：life の複数形 agree with ~ ～に賛成する

search 名：検索 disagree with ~ ～と意見が合わない

engine 名：エンジン navigation 名：ナビゲーション

which 関代：～する（もの） raise 動：～を出す

respond 動：応答する、反応する point 名：論点、意見

command 名：命令 progress 動：進歩する

common 形：よく見られる rapidly 副：速く、急速に

autmatically 副：自動的に exchange 動：～を交換する

translation 名：翻訳 that 関代：～する（人・もの）

software 名：ソフトウェア broaden 動：～を広げる

quite 副：非常に、とても understanding 名：理解、知識

respond to~ ～に応答する、反応する hint 名：ヒント、手がかり

come up with ～を思いつく Rome 名：ローマ

soft 形：柔らかい Paris 名：パリ

skin 名：肌 handball 名：ハンドボール

make 動：（人に）～させる directly 副：直接、じかに

deliver 動：～を配達する hate 動：～をひどく嫌う

package 名：小包 depend 動：頼る

paticular 形：特定の suppose 動：～だと思う

address 名：住所 proper 形：適切な

machine 名：機械 remember 動：～を思い出す

translate 動：～を翻訳する hate to~ ～することを嫌に思う

phrase 名：表現 depend on ~ ～に頼る、依存する

agree 動：賛成する

who 関代：～する（人）

with 前：～と同意見で

interact 動：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとる

foreign 形：外国の、外国人の

help 動：役に立つ

might 助：～かもしれない

anymore 副：もはや、これ以上



Unit4 Let's Read 単語

imagine 動：～を想像する Mars 名：火星

character 名：登場人物 avatar 名：アバター

human 名：人間 severe 形：重い、深刻な

like ～のような physical 形：身体の

factory 名：工場 disability 名：障害

modern 形：現代の open 動：（店などが）開く

variety 名：さまざま autumn 名：秋

shape 名：かたち user 名：使用者、利用者

improve 動：～を向上させる man 名：男性

above 副：上に serious 形：重い、深刻な

come true 実現する disease 名：病気

a variety of~ 色々の～ body 名：身体

more and more ますます control 動：～を思うように操る

again and again 何度も何度も movement 名：運動

suit 名：衣服 live 形：生放送の

HAL 名：ハル microphone 名：ﾏｲｸ

rescue 名：救助 service 名：サービス

dangerous 形：危険な advice 名：助言

The Great East Japan 
Earthquake

名：東日本大震災 make friend with~ ～と友達になる

nuclear 形：原子力の challenge 名：試験

power 名：エネルギー connect 動：～をつなぐ

station 名：～署 society 名：社会、世間

NASA 名：米国航空宇宙局 connect ~ with.... ～を......と関係させる

develop 動：～を開発する I wish I could~. ～できたらいいのに

explore 動：～を探検する

with 前：～がある

robonaut 2 名：ロボノート２

ISS 名：国際宇宙ステー

ション

international 形：国際的な

send 動：送る

Insight 名：インサイト

reach 動：～に着く




