
30words①                                  名前：                                          

 日本語 英語 ① （  /  ） ② （  /  ） ③ （  /  ） ④ （  /  ） 

1 はい Yes.      

2 いいえ No.      

3 こんにちは Hello.      

4 ごめんね Sorry.      

5 ありがと Thanks.      

6 どうぞ。 Please.      

7 助けて！ Help!     

8 行け！ Go!      

9 
いいよ 

分かった 
Okay. 

    

10 いいとも Sure.      

11 静かに！ Quiet!      

12 高い Expensive.      

13 安い Cheap.     

14 大きい Big.     

15 小さい Small.     

16 いい Good.      

17 すばらしい Great.      

18 おいしい Delicious.     

19 ひどい Terrible.      

20 ああ！ God!     

21 
その通り 

そうだね 
Right.  

    

22 これ This.      

23 あれ That.      

24 ここ Here.      

25 そこ There.     

26 今 Now.     

27 何？ What?      

28 誰？ Who?      

29 いつ？ When?      

30 どこ？ Where?      

 
 



30words⑥                                   名前：                     

 日本語 英語 ① （  /  ） ② （  /  ） 

1 今日 today   

2 昨日の朝 yesterday morning   

3 今日の午後 this afternoon   

4 明日の夕方 tomorrow evening   

5 軽い/明るい髪 light hair   

6 重い頭 a heavy head   

7 興味深い顔 an interesting face   

8 興味を持った目 an interested eye   

9 醜い鼻 an ugly nose   

10 かわいらしい口 a cute mouth   

11 長い首 a long neck   

12 忙しい手 a busy hand   

13 真っすぐな指 a straight finger   

14 間違った腕 the wrong arm   

15 右の脚 the right leg   

16 左の足 the left foot   

17 死んだ体 a dead body   

18 同じ絵/写真 the same picture   

19 異なる手紙 a different letter   

20 一通の Eメール an email   

21 伝統的な家 a traditional home   

22 きれいな部屋 a clean room   

23 正面の/前のドア the front door   

24 遠くの/奥の寝室 the far bedroom   

25 
近くの/手前の 

浴室/トイレ 
the near bathroom 

  

26 うるさいシャワー a loud shower   

27 私のお気に入りの食べ物 my favorite food   

28 国際的な/多国籍の朝食 
an international 

breakfast 

  

29 遅い昼食 a late lunch   

30 早い夕食/晩餐 an early dinner   

 
 



30words⑫-1                                          名前：                     
 日本語 英語 ① （  /  ） ② （  /  ） 

1 

行動（は）、話す、大きな声で、

よりも、言葉 

→行動は言葉よりも雄弁 

actions speak louder 

than words 

  

2 ずっと前から     since long ago 

  

3 なしに、涙→苦もなく     without tears  

  

4 
外国の言語（の）授業（が）、

始まる    

a foreign language class 

begins    

  

5 
許してください、私が、練習す

る（のを）、演説（を）、ここ(で)   

pardon me to practice the 

speech here   

  

6 身ぶりのコミュニケーション      

gesture communication        

7 賛成する、あなたの意見（に）     agree with your opinion     

  

8 共有する、あなたの見方（を）     share your views     

  

9 
選ぶ、科学（を）、から 

たくさんの科目 

choose science from 

many subjects 

  

10 音楽（は）芸術だ     music is an art     

  

11 歴史（は）決して終わらない     history never ends    

  

12 

あなたは今までに（一度でも） 

参加したことがあるか？その

地理クラブ（に） 

Have you ever joined the 

geography club?  

  

13 
費やす、エネルギー（を）、絵

を描くこと（に）     
spend energy on painting     

  

14 実例、大衆文化 (の) 
an example of 

popular culture    

  

15 
身につける、何点ものスポー

ツ用品（を） 

wear many pieces of 

sports gear 

  

 



30words⑫-2                                           名前：                   
 日本語 英語 ① （  /  ） ② （  /  ） 

16 兆候、戦争(の)     a sign of war     

  

17 平和、その二つ(の)国の間(の)   
peace between the two 

countries 

  

18 
勝って、負ける、こんなに短い

時間のうち(に)  

win and lose in such a 

short time 

  

19 間で、異なる種類の集団(の)  
among different types of 

groups    

  

20 横切って、その線を    across the line      

  

21 
飛ぶ、高く、そして感じる、い

い気分（を）  

jump high and feel good      

22 歌う、歌（を）、そして踊る    sing a song and dance    

  

23 
私は意味する（と言ったつも

りだ）、「すみません」（と）     
I mean "excuse me"     

  

24 
いつも招待する、親愛なる

Andersonさん（を）※男性" 

always invite dear 

Mr.Anderson 

  

25 
しばしば 呼ぶ/電話する、

Briggsさん（を） ※女性    
often call Ms.Briggs     

  

26 
時には驚かせる Curtis さん

（を） ※女性（既婚）   

sometimes surprise 

Mrs.Curtis 

  

27 目覚め、そして起きる、早く    wake up and get up early   

  

28 尋ねるな、私の年齢（を）     don’t ask my age     

  

29 
私は嬉しい 

あなた（が）寂しくなくて   

I'm glad 

you are not lonely   

  

30 
私は、準備が出来ている、学

ぶ、外国(で)    
I'm ready to study abroad    

  


