
 25年度　第3回　基礎学力コンテスト　《スペリング コンテスト》

1 英語 English 26 母 mother 51 過ごす 76 ふつう,たいてい

2 日本語,国語 Japanese 27 父 father 52 持っている 77 よく,しばしば

3 数学 math 28 姉妹 sister 53 曲がる 78 時々

4 理科 science 29 兄弟 brother 54 歩く 79 早く

5 音楽 music 30 月曜日 Monday 55 ほしい 80 本当に

6 ２月 February 31 水曜日 Wednesday 56 出発する,去る 81 ちょうど

7 ４月 April 32 金曜日 Friday 57 電話する 82 疲れた

8 ８月 August 33 土曜日 Saturday 58 知っている 83 ひまな

9 １１月 November 34 第一の first 59 乗る 84 いっしょに

10 １２月 December 35 第二の second 60 走る 85 ありがとう。 Thank you .

11 春 spring 36 第三の third 61 ～と話す talk with 86 失礼ですが。 Excuse me .

12 夏 summer 37 第九の ninth 62 ～を聞く listen to 87 もちろん。 Of course .

13 秋 fall 38 第五の fifth 63 起きる,起床する get up 88 ごめんね。 I'm sorry .

14 冬 winter 39 11 eleven 64 ～に着く get to 89 人々

15 美しい beautiful 40 100 hundred 65
[注意して]

～を見る look at 90 写真,絵

16 忙しい busy 41 4 four 66 ～のように見える look like 91 右

17 寒い cold 42 60 sixty 67 ～を待つ wait for 92 左

18 すばらしい great 43 あれは that 68 会う,見える 93 生徒

19 遅い late 44 これは this 69 使う 94 もの,こと

20 小さい small 45 あれらは those 70 行く 95 ボランティア

21 私のもの mine 46 これらは these 71 住む 96 きのう

22 彼に,を him 47 ～より前に before 72 思う,考える 97 女性

23 彼らは,彼女らは they 48 ～のあと after 73 食べる 98 世界

24 あなたの your 49 ～の間に between 74 始める 99 動物

25 私たちに,を us 50 ～の下に under 75 楽しむ 100 朝食

　

spend usually

have often

free

turn sometimes

walk early

want really

ride together

run

people

picture

leave just

call tired

know

yesterday

think woman

right

left

see student

use thing

eat

年　　　組　    　番　（　　　　　  　　　　　　　　）

world

start animal

enjoy breakfast

go volunteer

live

3月6日（２年生は11日）に実施される英語の基礎学力コンテストで出題される 

単語・熟語です。しっかり勉強してパーフェクトを目指しましょう ☺ 


