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静岡学園中学校英単語ちからだめしについて 

 

試験時間は１０分で、30 問解いてもらいます。出題の仕方は以下の通りで、P１～3 の単語か

ら出題します。 

 

【出題例】 

 

次の日本語に当てはまる英単語を選び、記号で答えなさい。 

 

（１） 親切な 

① kind  ② hard  ③ hot  ④ tired 

（２） 白 

        ① red  ② mountain  ③ white  ④ yellow 

（３） 本 

① window  ② rice  ③ ruler  ④ book 

 

： 

： 

 

 



1

one 1 January １月

two 2 February ２月

three 3 March ３月

four 4 April ４月

five 5 May ５月

six 6 June ６月

seven 7 July ７月

eight 8 August ８月

nine 9 September ９月

ten 10 October １０月

eleven 11 November １１月

twelve 12 December １２月

thirteen 13 Sunday 日曜日

fourteen 14 Monday 月曜日

fifteen 15 Tuesday 火曜日

sixteen 16 Wednesday 水曜日

seventeen 17 Thursday 木曜日

eighteen 18 Friday 金曜日

nineteen 19 Saturday 土曜日

twenty 20 sunny 晴れた

thirty 30 cloudy 曇った

forty 40 rainy 雨の

fifty 50 snowy 雪の



2

spring 春 chair イス

summer 夏 door ドア

autumn / fall 秋 window 窓

winter 冬 wall 壁

hot 暑い pencil 鉛筆

cold 寒い eraser 消しゴム

big 大きい book 本

small 小さい ruler 定規

long 長い scissors はさみ

short 短い white 白

hard かたい black 黒

soft 柔らかい red 赤

busy 忙しい blue 青

kind 親切な yellow 黄色

fine 元気な green 緑

happy 幸せな purple 紫

angry 怒っている brown 茶色

sad 悲しい mountain 山

sleepy 眠い river 川

tired 疲れている sea 海

hungry お腹が減っている lake 湖

thirsty のどが渇いている rice ごはん
かわ

desk 机 bread パン



3

meat 肉 bridge 橋

egg 卵 walk 歩く

milk 牛乳 run 走る

carrot ニンジン buy 買う

onion 玉ねぎ read 読む

cabbage キャベツ write 書く

potato ジャガイモ eat 食べる

cucumber キュウリ look at 見る

corn トウモロコシ see / watch 見る

dog イヌ listen / hear 聞く

cat ネコ stand 立つ

fish 魚 sit 座る

horse ウマ Japanese 国語

bear クマ English 英語

elephant ゾウ math 算数・数学

snake ヘビ science 理科

rabbit ウサギ social study 社会

spider クモ family 家族

zoo 動物園 father 父

station 駅 mother 母

hospital 病院 brother 兄（弟）

school 学校 sister 姉（妹）

park 公園 friend 友達
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