
No. 日本語 英語 日本語 英語

1 作る 2 ～のあとで（に）

3 かばん 4 たいへん

5 腕時計、見る 6 大きい

7 ～から 8 ボール

9 読む 10 長い

11 学校 12 食べる

13 楽しむ 14 （状態に）なる

15 持っている 16 友達

17 行く 18 来る

19 古い 20 新しい

21 見る、見える 22 言う

23 勉強する 24 使う

25 時間 26 忙しい

27 書く 28 しばしば

29 それで、そんなに 30 聞く

31 助ける 32 住む

33 滞在する 34 公園

35 訪問、訪れる 36 いくつかの

37 話す（ｓ始まり） 38 家族

39 話す（ｔ始まり） 40 止まる

41 ～と、そして 42 毎～、～ごとに

43 知っている 44 自転車

43 歌う 46 開ける、開く

47 閉じる、閉める 48 すわる

49 走る 50 歩く

2-(       ) No. (       ) Name (                                       )

春休み英単語練習シート（実際は順不同に出ます）



No. 日本語 練習 日本語 練習

51
（数えられる）たく

さんの
52

（数えられない）た
くさんの

53 速い 54 （時間が）早く

55 写真、絵 56 もの、こと

57 掃除する 68 映画

59 ～について、およそ 60 音楽

61 コンピュータ 62 難しい

63 インターネット (the) 64 バスケットボール

65 いつも 66 質問

67 昨日 68 今日（は）

69 飲む 70 手紙

71 駅 72 働く

73 年 74 週

75 練習する 76 準備ができて

77 すばらしい 78 朝、午前

79 何か 80 ～もまた、さらに

81 わかる、理解する 82
日本語〔人〕、日本

の

83 美しい 84 小さい

85 おもしろい 86 世界

87 ときどき 88 いっしょに

89 ふつう、たいてい 90 つかまえる

91 なぜなら～だから 92 2番目（の）

93 有名な 94 到着する

95 出発する 96 春

97 朝食 98 リサイクル

99 人気のある 100 探偵、刑事

春休み英単語練習シート２（実際は順不同に出ます）
2-(       ) No. (       ) Name (                                       )



No. 日本語 英語 日本語 英語

1 作る make 2 ～のあとで（に） after

3 かばん bag 4 たいへん  very

5 腕時計、見る watch 6 大きい big

7 ～から from 8 ボール  ball

9 読む read 10 長い  long

11 学校  school 12 食べる  eat

13 楽しむ  enjoy 14 （状態に）なる  get

15 持っている 　have 16 友達  friend

17 行く go 18 来る  come

19 古い  old 20 新しい  new

21 見る、見える  see 22 言う  say

23 勉強する  study 24 使う  use

25 時間  time 26 忙しい  busy

27 書く  write 28 しばしば  often

29 それで、そんなに so 30 聞く  listen

31 助ける  help 32 住む  live

33 滞在する  stay 34 公園  park

35 訪問、訪れる  visit 36 いくつかの  some〔any〕

37 話す（ｓ始まり）  speak 38 家族 　family

39 話す（ｔ始まり） talk 40 止まる  stop

41 ～と、そして  and 42 毎～、～ごとに  every

43 知っている know 44 自転車  bike

43 歌う  sing 46 開ける、開く  open

47 閉じる、閉める  close 48 すわる  sit

49 走る  run 50 歩く  walk

春休み英単語練習シート１　英語答え
2-(       ) No. (       ) Name (                                       )



No. 日本語 練習 日本語 練習

51
（数えられる）たく

さんの
 many 52

（数えられない）た
くさんの

 much

53 速い  fast 54 （時間が）早く  early

55 写真、絵  picture 56 もの、こと  thing

57 掃除する  clean 68 映画  movie

59 ～について、およそ  about 60 音楽  music

61 コンピュータ  computer 62 難しい  difficult

63 インターネット (the) Internet 64 バスケットボール  basketball

65 いつも  always 66 質問  question

67 昨日  yesterday 68 今日（は）  today

69 飲む  drink 70 手紙  letter

71 駅  station 72 働く  work

73 年  year 74 週  week

75 練習する  practice 76 準備ができて ready

77 すばらしい  wonderful 78 朝、午前 morning

79 何か  something 80 ～もまた、さらに  also

81 わかる、理解する  understand 82
日本語〔人〕、日本

の
 Japanese

83 美しい  beautiful 84 小さい  small〔little〕

85 おもしろい  interesting 86 世界  world

87 ときどき  sometimes 88 いっしょに 　together

89 ふつう、たいてい  usually 90 つかまえる  catch

91 なぜなら～だから  because 92 2番目（の） second

93 有名な  famous 94 到着する  arrive

95 出発する  leave 96 春 spring

97 朝食  breakfast 98 リサイクル  recycling

99 人気のある  popular 100 探偵、刑事  detective

2-(       ) No. (       ) Name (                                       )

春休み英単語練習シート２英語答え


