
中 3　Unit5　単語　（発音）

plastic プラスティック social ソーシャル

waste ウェイスト media メディア

presentation プレゼンテーション social media ソーシャル　メディア

dirty ダーティー governor ガバナー

terrible テラブル recycle リサイクル

shocking ショッキング properly プロパリィ

familiar ファミリア planet プラネット

plastic bags プラスティック　バッグズ bye バイ

single シングル you see ユー　シー

throw スロウ take action テイク　アクション

graph グラフ give up on ~ ギブ　アップ　オン～

which ウィッチ handkerchief ハンカチーフ

amount アマウント pair ペアー

packaging パッケイジング umbrella アンブレラ

per パー lend レンド

rank ランク yesterday イエスタディ

durable デュアラブル mystery ミステリー

break ブレイク mystery novel ミステリー　ノベル

harm ハーム a pair of ~ ア　ペアー　オブ

environment インバイロンメント The day before yesterday ｻﾞ ﾃﾞｲ ﾋﾞﾌｫｱｰ　ｲｴｽﾀﾃﾞｨ

EU イーユー a kind of ~ ア　カインド　オブ～

throw~away スロウ～アウェイ article アーティクル

break down ブレイク　ダウン reduce リデュース

Korean コリアン major メジャー

cushion クッション chain チェイン

so ソウ replace リプレイス

Bali バリ straw ストロー

thrown スロウン paper ペイパー

resident レザダント effort エフォート

pollute ポリューション canvas キャンバス

ban バン container コンテイナー

that ザット material マテリアル

spread スプレッド cotton カトン



wood ウッド even ｲｰﾌﾞﾝ

environmental インバイロンメンタル power ﾊﾟﾜｰ

replace~ with... リプレイス～ウィズ・・・ percent ﾊﾟｰｾﾝﾄ

make an effort ﾒｲｸ　ｱﾝ　ｴﾌｫｰﾄ discuss ﾃﾞｨｽｶｽ

stop~ing ストップ～ing solve ｿﾙﾌﾞ

be made from~| ﾋﾞｰ　ﾒｲﾄﾞ　ﾌﾛﾑ～ instead ｲﾝｽﾃｯﾄﾞ

~ as well as..... ～ｱｽﾞ　ｳｪﾙ　ｱｽﾞ・・・ focus ﾌｫｰｶｽ

eco friendly ｴｺ　ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｨ focus on~ ﾌｫｰｶｽ　ｵﾝ

bottle ﾎﾟﾄﾙ Tuvalu ﾂﾊﾞﾙ

reuse ﾘﾕｰｽ sea-level ｼｰ　ﾚﾍﾞﾙ

print ﾌﾟﾘﾝﾄ lung ﾗﾝｸﾞ

light ﾗｲﾄ hurt ﾊｰﾄ

turn off~ ﾀｰﾝ　ｵﾌ～ rain forest ﾚｲﾝ　ﾌｫﾚｽﾄ

campaign ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ product ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ

Melati and Isabel Wijsen ﾒﾗﾃｨ ｱﾝﾄﾞ ｲｻﾍﾞﾙ･ﾜｲｾﾞﾝ audience ｵｳﾃﾞｨｴﾝｽ

Nelson Mandela ﾈﾙｿﾝ・ﾏﾝﾃﾞﾗ breathe ﾌﾞﾘｰｽﾞ

princess ﾌﾟﾘﾝｾｽ digest ﾃﾞｨｼﾞｪｽﾄ

Princess Diana ﾌﾟﾘﾝｾｽ　ﾀﾞｲｱﾅ

Mahatma Gandhi ﾏﾊﾄﾏ　ｶﾞﾝﾃﾞｨｰ

Hawaii ﾊﾜｲｰ

gather ｷﾞｬｻﾞｰ

kid ｷｯﾄﾞ

pick ﾋﾟｯｸ

signature ｻｲﾈｲﾁｬｰ

result ﾘｻﾞﾙﾄ

success ｻｸｾｽ

pick up~ ﾋﾟｯｸ　ｱｯﾌﾟ～

as a result ｱｽﾞ　ｱ　ﾘｻﾞﾙﾄ



Unit5　単語

plastic 形：ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ製の social 形：社会の

waste 名：廃棄物 media 名：情報伝達手段

presentation 名：プレゼンテーション social media 名：ソーシャルメディア

dirty 形：汚い governor 名：知事

terrible 形：ひどい recycle 動：～を再利用する

shocking 形：衝撃的な properly 副：きちんと、正しく

familiar 形：よく知られた planet 名：惑星

plastic bags 名：ビニール袋 bye 間：バイバイ

single 形：たった一つの you see 知っての通り

throw 動：～を投げる take action 行動する

graph 名：グラフ give up on ~ ～に見切りをつける

which 関代　先行詞が物の時 handkerchief 名：ハンカチ

amount 名：合計 pair 名：１対

packaging 名：包装 umbrella 名：傘

per 前：～につき lend 動：～を貸す

rank 動：位置する yesterday 名：昨日

durable 形：長持ちする mystery 名：ミステリー

break 動：壊れる mystery novel 名：推理小説

harm 動：～に危害を加える a pair of ~ １組の～

environment 名：環境 The day before 
yesterday

おととい

EU 名：欧州連合 a kind of ~ ～のようなもの

throw~away ～を捨てる article 名：記事

break down 分解される reduce 動：～を減少させる

Korean 名：韓国の major 形：主要な

cushion 名：クッション chain 名：チェーン

so 接：では replace 動：～を取り替える

Bali 名：バリ島 straw 名：ストロー

thrown 動：throw の過去分詞 paper 名：紙

resident 名：住民 effort 名：努力

pollute 動：～を汚染する canvas 名：キャンバス地

ban 動：～を禁止する container 名：容器

that 関代：先行詞が人・物 material 名：材料

spread 動：spread の過去分詞 cotton 名：木綿



wood 名：木材 even 副：～でさえ

environmental 形：環境の power 名：能力

replace~ with... ～を・・・と取り替える percent 名：パーセント

make an effort 努力する discuss 動：～を話し合う

stop~ing ～するのをやめる solve 動：～を解決する

be made from~| ～から作られている instead 副：その代わりに

~ as well as..... ・・・・だけでなく～も focus 動：注意を集中させる

eco friendly 環境にやさしい focus on~ ～を重点的に取り扱う

bottle 名：ボトル Tuvalu 名：ツバル

reuse 動：再利用する sea-level 名：海抜

print 動：～を印刷する lung 名：肺

light 名：明かり・照明 hurt 動：～を傷つける

turn off~ ～を消す rain forest 名：熱帯雨林

campaign 名：キャンペーン product 名：製品

Melati and Isabel Wijsen 名：ﾒﾗﾃｨとｲｻﾍﾞﾙ・ﾜｲｾﾞﾝ audience 名：聴衆

Nelson Mandela 名：ﾈﾙｿﾝ・ﾏﾝﾃﾞﾗ breathe 動：呼吸する

princess 名：皇太子妃 digest 動：～を消化する

Princess Diana 名：ダイアナ妃

Mahatma Gandhi 名：ﾏﾊﾄﾏ・ｶﾞﾝﾃﾞｨｰ

Hawaii 名：ハワイ

gather 動：～を集める

kid 名：子ども

pick 動：～を取る

signature 名：署名

result 名：結果

success 名：成功

pick up~ ～を拾い上げる

as a result 結果として


