
英単語全学年
対応
テキスト

「英単語なんて覚えるだけでいいのに…」
でも、その

森塾の「英単語暗記教室」のノウハウを集約したテキストです！
中学校３年間で必要な英単語が誰でも効率よく暗記できます。

『覚えるだけ』が難しい！
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英 語 発  音 日 本 語

311□ cook クック 311□ 料理する

312□ open オウプン 312□ ～を開ける

313□ turn ターン 313□ 曲がる

314□ hope ホウプ 314□ ～を望む

315□ join ジョイン 315□ ～に加わる

316□ need ニード 316□ ～が必要である

317□ stop スタップ 317□ やめる

318□ happen ハプン 318□ 起こる

319□ travel トラベル 319□ 旅行する

320□ worry ワーリィ 320□ 心配する

英 語 発  音 日 本 語

321□ present プレゼント 321□ プレゼント，贈り物

322□ eye アイ 322□ 目

323□ head ヘッド 323□ 頭

324□ hand ハンド 324□ 手

325□ hair ヘア 325□ 髪

326□ mouth マウス 326□ 口

327□ nose ノウズ 327□ 鼻

328□ sea スィー 328□ 海

329□ son サン 329□ 息子

330□ daughter ドーター 330□ 娘

英 語 発  音 日 本 語

361□ or オア 361□ または

362□ so ソウ 362□ それで，だから

363□ and アンド 363□ ～と

364□ because ～ ビコーズ 364□ ～なので

365□ but バット 365□ しかし

366□ if ～ イフ 366□ もし～ならば

367□ when ～ （ホ）ウェン 367□ ～するとき

368□ before ～ ビフォーア 368□ ～する前に

369□ after ～ アフター 369□ ～した後で

370□ that ～ ザァット 370□ ～ということ

英 語 発  音 日 本 語

351□ next ネクスト 351□ 次の

352□ sunny サニィ 352□ 晴れた

353□ rainy レイニィ 353□ 雨降りの

354□ cloudy クラウディ 354□ 曇った

355□ cool ク－ル 355□ 涼しい

356□ cold コウルド 356□ 寒い

357□ sure シュアー 357□ もちろん

358□ tall トール 358□ 背の高い

359□ tired タイアド 359□ 疲れた

360□ difficult ディフィカルト 360□ 難しい

英 語 発  音 日 本 語

341□ weather ウェザー 341□ 天気

342□ river リバァ 342□ 川

343□ picture ピクチャ 343□ 写真，絵

344□ flower フラウアー 344□ 花

345□ game ゲイム 345□ 試合

346□ idea アイディーア 346□ 考え

347□ job ジョブ 347□ 仕事

348□ language ラングウイッジ 348□ 言語

349□ box バックス 349□ 箱

350□ town タウン 350□ 町

英 語 発  音 日 本 語

381□ Shall Ⅰ ～? シャル アイ 381□ ～しましょうか。

382□ Shall we ～ ? シャル ウィー 382□ （一緒に）～しましょ
うか。

383□ May Ⅰ help you? メイ アイ ヘルプ ユー 383□ いらっしゃいませ。

384□ Let’s see. レッツ スィー 384□ ええと。

385□ Take care. テイク ケア 385□ お大事に。

386□ All right. オール ライト 386□ よろしい。

387□ That’s right. ザァッツ ライト 387□ そのとおり。

388□ over there オウバー ゼア 388□ 向こうに

389□ would like to ～ ウッド ライク トゥ 389□ ～したいと思う

390□ be interested in ～ ビィ　インタレスティッド　イン 390□ ～に興味がある

英 語 発  音 日 本 語

331□ bus バス 331□ バス

332□ bike バイク 332□ 自転車

333□ car カー 333□ 自動車

334□ plane プレイン 334□ 飛行機

335□ train トレイン 335□ 電車

336□ snow スノウ 336□ 雪

337□ sun サン 337□ 太陽

338□ sky スカイ 338□ 空

339□ star スター 339□ 星

340□ earth アース 340□ 地球

英 語 発  音 日 本 語

371□ How long ～? ハウ ロング 371□ どのくらいの間～
ですか。

372□ How many ～? ハウ メニィ 372□ いくつの

373□ Why don’t you ～? （ホ）ワイ ドォンチュー 373□ ～しませんか。

374□ Would you like ～? ウッジュ ライク 374□ ～はいかがですか。

375□ How about ～? ハウ アバウト 375□ ～はどうですか。

376□ How much ～? ハウ マッチ 376□ ～はいくらですか。

377□ Can Ⅰ ～ ? キャナイ 377□ ～してもよいです
か。

378□ Could you ～? クッジュー 378□ ～していただけま
せんか。

379□ Will you ～? ウィル ユー 379□ ～してくれません
か。

380□ May Ⅰ ～ ? メイ アイ 380□ ～してもよいです
か。

英単語（311～ 390）1級

（1） 1ページ（40個）ずつ，「発音」と「日本語」を赤シートでかくして「英語」を見て日本語の意味が言える
かをテストする。間違えた単語は英語の□に赤×をつけ，日本語の意味が言えるまでテストする。

（2）次に「英語」と「発音」を赤シートでかくして，「日本語」を見て「英語」が書けるかをノートにテストする。
間違えた単語は日本語の□に赤×をつける。

（3）赤×がついた単語を覚えるまでノートに書きながら暗記する。
（4）暗記できたと思ったら，赤×がついた単語を自分でノートにテストする。
（5）P.51も（1）～（4）を同様にくり返す。
（6）「テストします！」と言って手をあげ，P.52～ P.57の 確認テスト【Ver.1】でテストする。

【暗記のしかた】
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次ページへ続く

（１） We have black hair. わたしたちは黒い をしています。

（２） We can see many stars. わたしたちはたくさんの を見ることが

できます。

（３） We need a park. わたしたちは公園が です。

（４） They like their job. 彼らは が好きです。

（５） Do they swim in the sea? 彼らは で泳ぎますか。

（６） I want to travel around the world. わたしは世界中を たいです。

（７） They have blue eyes. 彼らは青い をしています。

（８） I’m going to go to America by plane. わたしは でアメリカへ行くつもりです。

（９） Turn right. 右に なさい。

（10） I will give you this flower. わたしはあなたにこの をあげるつもり

です。

（11） They run around in the snow. 彼らは の中を走り回ります。

（12） I stop playing the guitar. わたしはギターをひくことを ます。

（13） This is my box. これはわたしの です。

（14） They will give Tom a bike. 彼らはトムに をあげるでしょう。

（15） They enjoy swimming in the river. 彼らは で泳ぐことを楽しみます。

（16） I hope to go to Kagawa next year. わたしは来年，香川に行くことを ます。

（17） Close your mouth. を閉じなさい。

（18） They watch a baseball game. 彼らは野球の を見ます。

（19） Touch your head. あなたの をさわりなさい。

（20） My daughter is a teacher. わたしの は教師です。

（21） わたしは彼女にプレゼントをあげるつもりです。 I will give her a .

（22） あなたの手をあげなさい。 Raise your .

（23） そのチームに加わることは難しい。 To  the team is hard.

（24） わたしは電車で本を読みます。 I read some books on the .

（25） わたしは，空にたくさんの鳥を見ました。 I saw many birds in the .

1級 確認テスト【Ver.1】

1. （1）～（20）と（41）～（60）は下線部の意味を，（21）～（40）と（61）～（80）は下線部の英語をノートに書いて
テストする。

2. 答え合わせをして間違えた問題番号に赤×をつけ，採点結果をP.57に記入する。

3. 「テスト終わりました！」と言って手をあげる。先生が採点結果を確認します。
　ⅰ） 赤×が2個以下の場合は合格

⇒初段（P.64）へ進む。
　ⅱ） 赤×が3個以上の場合は不合格

⇒間違えた単語をノートに書いてもう一度暗記し，P.58～P.63の 確認テスト【Ver.2】で再度テストする。

【テストのしかた】

「英単語なんて覚えるだけでいいのに…」でも、
   その『覚えるだけ』が難しい！

長文問題を解いた時に、英単語が覚えられていないという理由で手が止まって
しまう生徒は毎年たくさんいるかと思われます。ただ、英単語の暗記は、簡単
なようで意外と問題点が多く、なかなか徹底できません。フォレスタ英単語
は、森塾の大人気講座「とことん英単語暗記教室」のノウハウを集約し、誰で
も効率よく英単語を暗記できるようになっています。

Point

全学年対応テキストフォレスタ英単語
■版型｜テキスト本体：A4　解答：B5（フォレスタと同様） 
■ページ数｜105ページ 　■定価｜780円（税抜） 

仕様概要

フォレスタ英単語をご導入いただいた場合に限り（サンプルでのご注文を除
く）、ご希望の塾様には、森塾の「とことん英単語暗記教室」の運営マニュアル
をご進呈いたします。詳細につきましては何なりとご照会ください。

特
典

03-5927-1681

発売元：株式会社スプリックス

株式会社スプリックス
コンテンツ事業本部　ソリューション開発部

照会先

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1
メトロポリタンプラザビル 12F

TEL FAX

MAIL

03-5927-1691
info@foresta.jpn.com

中学生レベルで必要な1200語程度の英単語
の中から、森塾のデータ分析の結果により、
特に重要で、生徒が間違いやすい870語に絞
り込みました。

フォレスタ
   　　英単語で解決！

仕 様 対象学年：1～3年生。2色刷り。
赤シートつき。

内 容

掲載単語順序

指導要領改訂にもとづき、
2013年度より、収録語句数を増
加しました。

５級
４級
３級
２級
１級
初段
２段
３段
４段
５段
６段

中１　１学期の語句
中１　２学期の語句
中１　３学期の語句
不規則変化・比較変化
中２　１・２学期の語句
中２　２・３学期の語句
中３　１・２学期の語句
中３　２・３学期の語句
プラス80
プラス160
プラス240

＊「中１　１学期」などの学習時期は目安。
＊１０語単位で品詞がそろっています。
 ・確認テストは、
　(1)～(20)と(41)～(60)が「英→日」の読み、
　(21)～(40)と(61)～(80)が「日→英」の書きです。
 ・確認テストの英文は、１年生でも理解できる平
易な英文です。

覚えるべき単語が多すぎて
優先順位がつけられない…


