
中 2　Unit5　単語　（発音）

group グループ nearby ニアバイ

discussion ディスカッション lightning ライトニング

down ダウン tall トール

shake シェイク tree ツリー

get down ゲット　ダウン open オープン

post ポスト move ムーブ

post office ポスト　オフィス space スペイス

bathroom バスルーム heavy ヘビー

close クロウズ in イン

door ドア go into ~ ゴー　イントゥ

quietly クワイエットリィ in a group イン　ア　グループ

iron アイロン prepare プリペアー

hold ホールド emergency エマージェンシー

on オン evacuation イバキュエイション

protect プロテクト useful ユースフル

drop ドロップ checklist チェックリスト

cover カバー should シュッド

keep キープ flashlight フラッシュライト

safe セイフ whistle ホイッスル

knee ニー Felix フェリックス

wall ウォール way ウェイ

from フロム anime アニメ

head ヘッド become ビカム

neck ネック member メンバー

both バス broadcasting ブロードキャスティング

arm アーム medicine メディシン

quickly クイックリィ towel タワル

push プッシュ glove グローブ

must マスト reason リーズン

calm カーム attend アテンド

instruction インストラクション forest フォレスト

hold on ホールド　オン garden ガーデン

keep you safe キープ　ユー　セイフ plant プラント



stay away from ~ ｽﾃｲ　ｱｳｪｲ　ﾌﾛﾑ～ a.m. エイ　エム

typhoon ﾀｲﾌｰﾝ used ﾕｰｽﾞﾄﾞ

into イントゥー collection コレクション

Africa アフリカ cut カット

volunteer ボランティーア finger フィンガー

join ジョイン knife ナイフ

Halloween ハロウィーン see シー

have ハブ hurt ハート

little リトル take some medicine テイク　サム　メディシン

nothing ナッシング Take it easy. テイク　イット　イージー

spend スペンド hunt ハント

whole ホール certainly サートゥンリー

someone サムワン Shall we~? シャル　ウィー～

have fun ハブ　ファン

spend ~ on -ing スペンド ～オン～ing

pale ペイル

sick シック

mm ﾑﾑ

headache ヘッデイク

take テイク

achoo アチュー

meeting ミーティング

easy イージー

explain イクスプレイン

situation シチュエーション

for フォー



Unit5　単語

group 名：集団 nearby 形：近くの

discussion 名：議論 lightning 名：雷

down 副：下へ tall 形：背の高い

shake 動：揺れる・振動する tree 名：木

get down かがむ、伏せる open 形：広々とした

post 名：郵便 move 動：動く

post office 名：郵便局 space 名：空間

bathroom 名：浴室 heavy 形：大きい

close 動：～を閉じる in 前：～になって

door 名：ドア go into ~ ～に入る

quietly 副：静かに in a group 集団の中の

iron 動：～にアイロンをかける prepare 動：～を用意する

hold 動：つかまる emergency 名：非常事態

on 副：くっついて evacuation 名：避難

protect 動：～を守る useful 形：役に立つ

drop 動：体を低くする checklist 名：チェックリスト

cover 動：～を覆う should 助：～すべきである

keep 動：人を～しておく flashlight 名：懐中電灯

safe 形：無事な whistle 名：笛

knee 名：ひざ Felix フェリックス（猫の名前）

wall 名：壁 way 名：やり方

from 前：～から anime 名：アニメ

head 名：頭 become 動：～になる

neck 名：首 member 名：メンバー、一員

both 形：両方の broadcasting 名：放送

arm 名：腕 medicine 名：薬

quickly 副：すぐに towel 名：タオル

push 動：押す glove 名：手袋

must 助：～しなければならない reason 名：理由

calm 形：冷静な attend 動：出席する

instruction 名：指示 forest 名：森・森林

hold on しがみつく garden 名：庭

keep you safe 身の安全を確保する plant 動：～を植える



stay away from ~ ～から離れている a.m. 副：午前

typhoon 名：台風 used 形：中古の

into 前：～の中へ collection 名：収集

Africa 名：アフリカ cut cut の過去形

volunteer 名：ボランティア finger 名：指

join 動：～に参加する knife 名：ナイフ

Halloween 名：ハロウィーン see 動：～にみてもらう

have 動：～を経験する hurt 動：痛む

little 形：若い、年少の take some medicine 薬を飲む

nothing 代：何も～ない Take it easy. 無理をいないで

spend 動：～を過ごす hunt 動：狩りをする

whole 形：まるごとの、すべての certainly 副：もちろん、その通り

someone 代：誰か Shall we~? ～しませんか？

have fun 楽しむ

spend ~ on -ing -するのに～を使う

pale 形：青白い

sick 形：病気の

mm 間：うむ、ええと

headache 名：頭痛

take 動：～を飲む

achoo 名：ハックションの音

meeting 名：会議

easy 形：心配のない

explain 動：～を説明する

situation 名：状況

for 前：～の代わりに


