
代名詞暗記

単数

主格（～は） 所有格（～の） 目的格（～を、～に） 所有代名詞（～のもの）

私 I my me mine

あなた you your you yours

彼 he his him his

彼女 she her her hers

それ it its it

複数

主格（～は） 所有格（～の） 目的格（～を、～に） 所有代名詞（～のもの）

私たち we our us ours

あなたたち you your you yours

彼ら
彼女ら
それら

they their them theirs

疑問

主格（～は） 所有格（～の） 目的格（～を、～に） 所有代名詞（～のもの）

誰 who whose who whose

疑問詞暗記

何 What いくつの（数えられる） How many 名詞の複数形

いつ When
どのくらい多くの
（数えられない）

How much 名詞

どこ Where
どのくらい長く（期
間を聞く）

How long

誰が、誰を Who
何回（どのくらいの
頻度で）

How often

誰の,誰のもの Whose
何回（どのくらいの
頻度で）

How many times

どうやって
どのように

How どちら Which



数

1 one 11 eleven

2 two 12 twelve

3 three 13 thirteen

4 four 20 twenty

5 five 21 twenty-one

6 six 30 thirty

7 seven 40 forty

8 eight 50 fifty

9 nine 60 sixty

10 ten 100 one hundred

序数（～番目）

1 first 9 ninth

2 second 10 tenth

3 third 11 eleventh

4 fourth 12 twelfth

5 fifth 13 thirteenth

6 sixth 20 twentieth

7 seventh 21 twenty-first

8 eighth

季節

春 spring 秋 fall

夏 summer 冬 winter

曜日

日曜日 Sunday 木曜日 Thursday

月曜日 Monday 金曜日 Friday

火曜日 Tuesday 土曜日 Saturday

水曜日 Wednesday

月

1月 January 7月 July

2月 February 8月 August

3月 March 9月 September

4月 April 10月 October

5月 May 11月 November

6月 June 12月 December



動詞暗記

現在 過去 過去分詞 現在 過去 過去分詞

ある、いる be,is,am,are was,were been なる become became become

食べる eat ate eaten 聞こえる sound sounded sounded

（スポーツを）する play played played 見る、見える look looked looked

住む live lived lived 聞く、聞こえる hear heard heard

勉強する study studied studied 聞く listen listened listened

行く go went gone 走る run ran run

楽しむ enjoy enjoyed enjoyed 去る leave left left

言う say said said 始める begin began begun

会う、見る see saw seen 始める start started started

会う meet met met 訪問する visit visited visited

書く write wrote written 滞在する stay stayed stayed

話す speak spoke spoken 知っている know knew known

使う use used used 望む hope hoped hoped

持つ、ある have had had 思う think thought thought

欲しい、望む want wanted wanted 座る sit sat sat

得る get got got 挑戦する、試みる try tried tried

来る come came come 参加する join joined joined

助ける help helped helped 持って来る bring brought brought

教える teach taught taught 連れていく take took taken

見せる show showed showed 置く put put put

与える give gave given 座る sit sat sat

教える・話す tell told told 必要とする need needed needed

買う buy bought bought 過ごす spend spent spent

送る send sent sent 学ぶ learn learned learned

作る、～する make made made 忘れる forget forgot forgot

読む read read read 感じる feel felt felt

話す talk talked talked 練習する practice practiced practiced

する do did done 売る sell sold sold

建てる build built built 立つ stand stood stood

催す、抱く hold held held



助動詞

～するつもり will （私は）～しましょうか Shall I

～するつもり be動詞 going to （私たちは）～しましょうか Shall we

～できる can （私たちは）～しましょうか Let's

～できる be動詞 able to ～してくださいませんか Could you

～しなければならな
い
～に違いない

must ～してもいいですか May I 

～しなければならない
have to

has to
～してはいけません Don't 

すべき should ～してはいけません You must not

～してもよい
～かもしれない

may ～する必要はありません don't have to

～してくれませんか Will you ～したい would like to

接続詞

そして and ～のとき when

しかし but もし～ならば if

または、それとも or
AだけでなくBもま
た

not only A but (also) B

だから so AでなくB not A but B

～の前 before
あまりに(形容詞)な
のでBになる

so (形容詞) that B

～の後 after AとBの両方とも both A and B

なぜなら,～なので because



形容詞、副詞暗記

原級 比較級 最上級

小さい small smaller smallest

背の高い tall taller tallest

大きい big bigger biggest

大きい、広い large larger largest

長い long longer longest

短い short shorter shortest

新しい new newer newest

古い,年取った old older oldest

若い young younger youngest

高い high higher highest

幸せな happy happier happiest

簡単な easy easier easiest

難しい difficult more difficult most difficult

重要な important more important most important

人気のある popular more popular most popular

有名な famous more famous most famous

面白い interesting more interesting most interesting

美しい beautiful more beautiful most beautiful

すばらしい wonderful more wonderful most wonderful

便利な useful more useful most useful

良い good better best

上手な well better best

多い（数えられる） many more most

多い（数えられない） much more most

早い、早く early earlier earliest

速い fast faster fastest

優しい、親切な kind kinder kindest

悪い bad worse worst

悲しい sad sadder saddest

奇妙な strange stranger strangest

貧しい、貧弱な poor poorer poorest

忙しい busy busier busiest

疲れている tired

間違った wrong


