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【形容詞】

 ① 名詞の前に置いて、その名詞を修飾（説明）します。

　  例）a good book  /  an interesting book  /  a difficult book　

　　　　それぞれどんな本？

　　　　→　答え（和訳）　：　良い本  /  面白い本  /  難しい本

 ② 主語　＋　動詞（主にbe動詞）　＋　形容詞　という文型で使われます。

　  例）The book is good.  /  The book is interesting.  /  The book is difficult. 

　　　　それぞれの文はどんな意味かな？

　　　　→　答え（和訳）　：　その本は良い。 / その本は面白い。 / その本は難しい。

「読みがな」は、読みやすい読み方の他、「より英語の発音に近い読み方」を載せている単語もあるよ♪

a, b, c, d, e 

単語
 

読みがな
 

意味
 

特徴的なことがら
  

↑a, b, c, d, e で始まる重要な形容詞、もっとあるかな？　自分でも書き入れてみよう☆
  

（太字の所を 強く読んでね） （使い方、熟語など）

all オール すべての  
another アナザー もうひとつの  
bad バッド 悪い  
beautiful ビューティフル / ビューティホー 美しい  
big ビッグ 大きい  
black ブラック 黒い  
blue ブルー 青い  
busy ビーズィー / ビズィ 忙しい  
clean クリーン きれいな、清潔な  
close クロウス 近い  
cloudy クラウディ 曇りの  
cold コウルド 冷たい、寒い  
cool クール 涼しい  
dark ダーク 暗い  
difficult ディフィカルト 難しい  
each イーチ それぞれの ★each other イーチアザー お互いに

easy イーズィー / イーズィ

 
簡単な  

enough
 

イナフ

 
充分な
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f, g, h, j, k, l, m 

  
 

単語
 

読みがな
 

意味
 

特徴的なことがら
  

（太字の所を 強く読んでね） （使い方、熟語など）

far ファー 遠い 
fast ファスト 速い 
fine ファイン 晴れの、元気な 
foreign フォーリン 外国の 
glad グラッド 喜んで 
good グッド 良い、上手な 
great グレイト すごい、偉い 
green グリーン 緑の 
happy ハピィ 幸せな 
hard ハード 固い、大変な 
high ハイ 高い 
hot ホット 暑い、熱い 
interesting インタレスティング 面白い 
kind カインド 親切な 
large ラージ 大きい 
last ラスト ①最後の 

②前の 
②の使い方の例： 
last night 昨夜 last week 先週 
last month 先月 last year 昨年 
last Sunday 先週の日曜日 

late レイト 遅い、遅れて 
left レフト 左の 
little リトル 小さな、少しの  
long ロング 長い  
many メニー たくさんの（1 つ、2 つ、

と数えられる名詞に使う） 
例： 
many books たくさんの本 
many cars たくさんの車 
many people たくさんの人々 

much マッチ たくさんの（1 つ、2 つ、と

数えられない名詞に使う） 
例： 
much money たくさんのお金 
much time たくさんの時間 
much water たくさんの水  など。

など。
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単語
 

読みがな
 

意味
 

特徴的なことがら
  

（太字の所を 強く読んでね） （使い方、熟語など）

new ニュー 新しい 
next ネクスト 次の 
nice ナイス 良い、すてきな 
old オウルド 古い、年をとった 
only オウンリー ただ 1つの、唯一の 
open オウプン 開いている 
other アザー 他の 
poor プア 貧しい、かわいそうな 
popular ポピュラー 人気のある 
pretty プリティ かわいい 
rainy レイニー 雨の 
ready レディ 用意ができている 
red レッド 赤い 
rich リッチ 豊かな、金持ちの 
right ライト ①右の ②正しい ★That’s right. ザッツライト その通りです。

 same セイム 同じ 
short ショート 短い 
sick シック 病気の 
small スモール 小さい 
snowy スノウイ 雪の 
some サム いくつかの、いくらかの

 strange ストレインジ 不思議な、奇妙な

 strong ストロング 強い 
such サッチ そのような 
sunny サニー 晴れの 
tall トール 背の高い 
useful ユースフル 役に立つ 
warm ウォーム 暖かい 
white ホワイト 白い 
yellow イェロウ 黄色い 
young ヤング 若い 

n, o, p, q, r, s, t, u, w, y


