
まとめテスト N.T. Lesson 4 

目 eye Sydney シドニー 

分 minute Beijing 北京 

みんな、皆さん everyone 料理する cook 

公園 park 歌う sing 

湖 lake 描く、色を塗る paint 

授業 class 走る run 

フランス語 French 泳ぐ swim 

馬 horse 踊る dance 

パーティー party スキーをする ski 

歌 song スケートをする skate 

ニュース news 開ける open 

お父さん dad 閉める close 

部屋 room 立つ stand 

キャンプ camp 歩く walk 

山 mountain 見る look 

丘 hill 待つ wait 

時間 time 行く go 

半分 half 座る sit 

rainbow 虹 洗う wash 

trumpet トランペット 使う use 

nature 自然 来る come 

motto モットー、教訓 書く write 

sign 標識、看板 触る touch 

litter ごみ 住む live 

London ロンドン 理解する understand 

 



 

乗る ride 今日 today 

聞こえる hear そこで there 

聞く listen 超えて over 

運転する drive いっしょに together 

手伝う、助ける help すでに、もう already 

作る make ～時（ちょうど） ～o’clock 

覚える remember 午前 a.m. 

楽しむ enjoy 午後 p.m. 

つまむ、摘む pick 用意ができた ready 

残す、去る leave 静かな quiet 

得る、なる、起きる get 注意深く careful 

be 動詞の原形 be にぎやかな noisy 

～できる can 遅い late 

～できない can’t 忙しい busy 

上へ up 多くの many 

下へ down ～の間 during ～ 

今 now ～を過ぎて past ～ 

外へ、外で outside ～の近くに near ～ 

全く all ～の上に on ～ 

速く fast ～の中に in ～ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

もちろん of course 

向こうで、あそこに over there 

～を聞く listen to ～ 

～を見る look at ～ 

～に遅れる be late for ～ 

友達をつくる make friends 

学校に行く go to school 

寝る go to bed 

起きる get up 

少し待ってください。 Wait a minute. 

用意はいいですか。準備はできました

か。 
Are you ready? 

行きましょう。 Let’s go. 

はい、行きましょう。 Yes, let’s. 

わかりました。 All right. 

はい。いいですよ。もちろんです。 Sure. 

静かにしなさい。 Be quiet. 

さあ、行こう。急いで。お願い。・・・ Come on. 

どうしたのですか。 What’s up? 

ピアノを弾きなさい。 Play the piano. 

ピアノを弾いてください。 Please play the piano. 

    〃 Play the piano, please. 

ピアノを弾きましょう。 Let’s play the piano. 

ピアノを弾いてはいけません。 Don’t play the piano. 

5 時 50 分です。 It’s five fifty. 

5 時 50 分です。（6 時 10 分前です。） It’s ten to six. 

7 時 10 分です。 It’s seven ten. 

7 時 10 分です。（7 時 10 分過ぎです。） It’s ten past seven. 

8 時 30 分です。 It’s eight thirty. 

8 時 30 分です。（8 時 30 分過ぎです。） It’s half past eight. 

 

 



 

私は愛知県に住んでいます。 

I live in Aichi. 

私はサッカーが得意です。 

I’m a good soccer player. 

彼はとても上手にサッカーをします。 

He can play soccer very well. 

ケイは英語を上手に話します。 

Kei speaks English well. 

ケイは英語を上手に話すことができます。 

Kei can speak English well.  

ケイは英語を上手に話すことができますか。 

Can Kei speak English well? 

はい、できます。 /  いいえ、できません。 

Yes, she can.  / No, she can’t. 

ケイは上手に英語を話すことができません。 

Kei can not (can’t) speak English well.  

今何時ですか。 

What time is it now? 

10 時です。 

It’s ten o’clock. 

あなたは何時に起きますか。 

What time do you get up? 

私は 6 時 30 分に起きます。 

I get up at six thirty. 
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