
Lesson 1 レッスン　1

In this lesson, we’ll learn the 
consonants b, d, p, n, and t and the 
vowel e.

 このレッスンでは子音のb、
 d、 p、n、 t と母音のe
 を学習します。

b as in “bar”

d as in “disco”

p as in “polo”

n as in “night-club”

t as in “tennis”

The vowel e 母音 “e”

The letter “e” is usually pronounced 
as in “elephant”.
Let’s combine the letters we’ve 
learned and make some syllables.

”e”は通常”elephant”と同じよ
 うにに発音します。これまで学習
 した文字を組み合わせ、
幾つか音節を作りましょう。

be

en

ne

de

te

pe



Now we’ll learn 10 words that are 
composed of the letters we’ve 
learned so far.

　では今まで学習した文字から構成され
る10単
　語を学びましょう。

te + n = ten 　十

pe + n = pen 　ペン

ne + t = net 　ネット、網

pe + t = pet 　ペット

be + t = bet 　賭ける

be + d = bed 　ベッド

en + d = end 　終わる、終了

be + nd = bend 　曲げる

te + nt = tent 　テント

te + nd = tend 　傾向がある、世話をする

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following letter 
combinations out loud.

　次の文字の組み合わせを声に出して
　読んでください。

Remember: In English, we read and 
write from left to right.

　注：英語では左から右へ読み書きしま
す。

tep

ten

pen

bed

tend

net

end



ded

tent

bend

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

bend 　曲げる

tent 　テント

tend 　傾向がある、世話をする

bet 　賭ける

bed 　ベッド　

pet 　ペット　

pen 　ペン

end 　終わる、終了

net 　ネット、網

ten 　十

Lesson 2 レッスン　2

In this lesson, we’ll learn the 
consonants g, h, k, r, and s and the 
vowel i.

　このレッスンでは子音のg、
　 h、k、r、 s　と母音のi を学習します。
　



g as in “golf” or “George”

s as in “saxophone” or “bugs”

h as in “hotel”

k as in “kilo”

r as in “radio”

The vowel i 母音 ”i”

The letter "i" is usually pronounced as 
in "Internet".

　”i”は通常”internet”と同様に発音しま
す。
　

Let’s combine the letters we’ve 
learned and make some syllables.

  これまで学習した文字を組み合わせ、
幾つか
　音節を作りましょう。

it

is

in

bri

pri

dri

pi

si

ki

hi

ri

bi



Now we’ll learn 16 words that are 
composed of the letters we’ve 
learned so far.

 では今まで学習した文字から構成され
る16単
　語を学びましょう。

si + t = sit 　座る

si + n = sin 　罪

pi + n = pin 　ピン

bi + g = big 　大きい

hi + t = hit 　たたく、打つ

si + ng = sing 　歌う

si + nk = sink 　沈む、流し

pi + nk = pink 　ピンク、桃色

ki + ng = king 　王

ri + ng = ring  　鳴る

bri + ng = bring 　持ってくる

pri + nt = print 　印刷する

dri + nk = drink 　飲む

And finally:

is 　～である、存在する

it 　それを、それに

in 　~の中に、～において

Exercise 1 エクササイズ　1

Read out loud the following words we 
have just learned!

　学習した次の単語を声を出して
　読んでください！

big 　大きい



kid 　子供

sing 　歌う

print 　印刷する　

sit 　座る　

pink 　ピンク　

drink 　飲む

ring 　鳴る

hit 　たたく、打つ

sink 　沈む、流し

king 　王

bring 　持ってくる

Exercise 2 　エクササイズ2　

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

in  　~の中に、～において

bring 　持ってくる

pin 　ピン

big 　大きい

king 　王

it 　それを、それに

print 　印刷する

sit 　座る　

sing 　歌う　

sink 　沈む、流し　



is 　～である、存在する

hit 　たたく、打つ　

drink 　飲む

in 　~の中に、～において

bring 　持ってくる

pin 　ピン　

Lesson 3 レッスン　3

In this lesson, we’ll learn the 
consonants f and x and the vowel o.

　このレッスンでは子音のf　と　x
  と母音のo を学習します。

f as in “flash”.

x as in “xylophone”.

o as in “omelet”.

Now we’ll learn 16 more words. ここでは16単語を学習します。

on 　～の表面に、~の上に

or 　または、あるいは

of 　～の　

ox 　雄牛　

no 　いいえ, 少しの～もない　



box 　箱

fox 　キツネ　

dog 　犬　

pot 　ポット、深鍋

hot 　熱い、暑い　

top 　最上部

song 　歌　

stop 　止める

fork 　フォーク

port 　港　

post 　貼る、掲示する　

Note: The o in "no" sounds different, 
and the f in "of" sounds like a v.

　注：”no”の”o”音は多少異なります。”of 
“の
　”f”音は”v”のように発音します。

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。

of

go

no

fog

fox

pop

box

hot



not

sort

stop

song

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English.

　以下の単語を英語に訳してください。

song 　歌

hot 　暑い、熱い

fox 　キツネ

top 　最上部　

no 　いいえ, 少しの～もない　

post 　貼る、掲示する　

box 　箱

fork 　フォーク

port 　港　

pot 　ポット、深鍋

dog 　犬　

stop 　止める



Lesson 4 レッスン　4

In this lesson, we’ll learn the 
consonants m and l.

　このレッスンでは子音のm　と　l
  を学習します。

l as in “lemon”

m as in “melon”.

Now we’ll learn 18 more words. ここでは18単語を学習します

leg 　脚　

lift 　持ち上げる

let   ～させる

list 　リスト

mend 　修繕する、修理する

mist 　霧　

left 　左　

milk 　ミルク　

lend 　貸す

silk 　絹　

log 　記録をとる

lid 　ふた

lot 　多量、抽選

lip 　唇

long 　長い　

slip 　滑る　



most 　最も、ほとんどの

spin 　回転する

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。　

leg

set

test

best

left

list

milk

lot

long

lost

spin

slip

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

mist 　霧　

let 　～させる

long   長い　

log 　記録をとる　



lend 　貸す　

lift 　持ち上げる　

list 　リスト　

left 　左　

most 　最も、ほとんどの

lid 　ふた

leg 　脚

Lesson 5 レッスン　5

The letter combination oo “oo”の組み合わせ

In lesson 3, we learned that the 
letter o is usually pronounced as in 
"omelet". When this letter appears 
twice in a row (oo), it’s pronounced 
as in "foot" or as in "food".

　レッスン3で、私たちは”o”は通
常”omelet”
　と同じように発音すると習いました。こ
の文字が
　二度続けて現れる時（oo）、”foot”ある
いは
　”food”と同様に発音します。

oo (short)   oo (短音)

soot 　すす

book 　本　

look 　見る、眺める　

good 　よい



foot 　足　

took 　取った　

stood 　立った　

hook 　留め金　

brook 　小川　

 oo (long) 　oo (長音)

spoon 　スプーン

moon 　月　

noon 　正午　

soon 　まもなく　

room 　部屋　

food 　食べ物

mood 　ムード　

boot 　ブーツ　

tool 　道具

Exercise 1 エクササイズ 　1 

Read the following words out loud.   次の単語を声を出して読んでください。

spoon

hook

mood

pool

roof

good



food

room

soon

moon

boot

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English

　次の単語を英語に訳してください。

food 　食べ物　

tool 　道具　

took 　取った

brook   小川　

boot 　ブーツ　

mood 　ムード　

soon 　まもなく

room 　部屋　

good 　よい

look 　見る、眺める

Lesson 6 レッスン　6



The letter combination ee “ee”の組み合わせ

In lesson 1, we learned that the letter 
e is usually pronounced as in "egg". 
When this letter appears twice in a 
row (ee), it is pronounced as in "tree".

　レッスン1で”e “は通常”egg”と
  同じように　 
　発音すると習いました。この文
 字が
　二度続けて表示される時は
  （ee）、”tree”と
同様に発音します。

Vocabulary 語彙　

bee 　蜂

see 　見る、会う

tree 　木　

free 　自由、無料　

beer 　ビール　

deer 　シカ

seed 　種　

feed 　食べ物を与える　

feel 　感じる　

feet 　足

meet   会う

need 　必要がある　

deep 　深い　

keep 　～し続ける

deed 　行為　

green 　緑　

speed 　速度　



sleep 　眠る　

steel 　鉄

street 　通り　

screen 　画面

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。　

street

steel

green

speed

sleep

feet

need

deep

feed

feel

free

see

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English

　次の単語を英語に訳してください　

deep 　深い

tree 　木　



keep 　～し続ける

see   見る、会う

free 　自由　

green 　緑　

bee 　蜂　

beer 　ビール　

feel 　感じる　

speed 　速度　

Lesson 7 レッスン　7

The letter a “a”という文字

The letter a can be pronounced as in 
"far" or as in "fat".

 “a”は”far”（遠い）あるいは”fat”（肥満し
た）
　と同じように発音します。　

far 　遠い

farm 　農場

bar  　バー

dark 　暗い　

arm 　腕　

park 　公園



ask 　尋ねる

part 　一部

art 　芸術　

bark 　ほえる

The letter a 　文字”a”

fat 　肥満した　

and 　と

hat 　帽子

map 　地図　

rat 　ネズミ

land 　陸

sat 　座った、sitの過去形・過去分子

sand 　砂

bad 　悪い

hand 　手

Exercise 1 エクササイズ　１

Read the following words out loud 　次の単語を声を出して読んでください　

dark

harm

farm

part

mark

hand



hard

and

land

sat

arm

ask

Exercise 2 　エクササイズ 2 

Translate the following words into 
English

　次の単語を英語に訳してください

arm 　腕

ask 　尋ねる

fat 　肥満した

park 　公園

bar 　バー

hat 　帽子

dark 　暗い

map 　地図　

sand 　砂

bad 　悪い

land 　陸　

hand 　手



Lesson 8 レッスン　8

In this lesson, we’ll learn the 
consonants c and w and the vowel u.

　このレッスンでは子音のc　と w
  と母音のu を学習します。

The letter w is pronounced as in 
"web".
The letter c is sometimes pronounced 
as in "computer", and this is how it is 
used throughout this lesson.
However, the letter c can also be 
pronounced as in “cent”, and we’ll 
learn more about this in lesson 11.
 

　w は”web”と同じように発音
　します。c　は 
　”computer”と同じように発音
　することがあります。
　このレッスンではこの発音が
　使用されますが、”cent”の
　ように発音されることも
　あります。この発音　については
レッスン11でもっと学習します。

Note: The letter w sounds similar 
in most cases as "u" and acts like a 
vowel when it comes directly after a 
vowel... We’ll learn more about this in 
future lessons. 

　注：w の発音はほとんどの場合”u”と
同じ
　ように発音され、母音のすぐ後にくる
時は
　母音のような働きをします。これについ
ては
　将来のレッスンで詳しく学習します。

Vocabulary 語彙

cap 　ふた、帽子

car 　車

cat  　ネコ

can 　できる

cart 　荷車

card 　カード、トランプ　



wet  クモの巣、ウェブ

web 　赤

wood 　木材

wool   羊毛

wind 　風

week 　週

sweet 　甘い

The letter u is sometimes pronounced 
as in “bus”. However, it can also be 
pronounced as in “push”, and we’ll 
learn more about this in lesson 16.

　u は時折”bus”（バス）と同じ
　　ように発音しますが、　”push”
　（プッシュ）のように発音する
　時もあります。 
　これについてはレッスン16で
詳しく学習します。

bus 　バス

sun 　太陽　

fun 　楽しみ

hut 　小屋

but 　しかし、だが

cut 　切る

cup 　カップ

run 　走る

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud 　次の単語を声を出して読んでください

cap

wet



run

sun

can

bus

win

car

but

fun

wood

sweet

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください

bus 　バス

car 　車

cat 　ネコ

hut 　小屋

cart 　荷車

wood 　木材

cup 　カップ

wind 　風

card 　カード、トランプ

sweet 　甘い



Lesson 9 レッスン　9

In this lesson, we’ll learn the 
consonants j, v, y, and z.

　このレッスンではこのレッスンでは子音
のj,
  v、y、z を学習します。

j as in “junior”

v as in “vanilla”

z as in “zoom”

The letter y “y”という文字

The letter y acts as a consonant 
when it appears at the start of a 
word, and it acts as a vowel when it 
appears in the middle or at the end of 
a word.
The letter y is pronounced as in 
“yellow”.

　yは単語の初めの字として表示される
場合、
　子音として働きますが、単語の中、ま
たは語尾
　に表示される場合、母音として働きま
す。
　y は”yellow”と同じように発音します。

Vocabulary 語彙

jar 　びん

jam 　ジャム

jet 　ジェット　

jug 　水差し



jeep 　ジープ

jump 　飛ぶ、跳躍する

yard 　庭

yes 　はい

zoo  　動物園

van 　バン

When the letter y appears at the end 
of a word that is one syllable long, 
it is pronounced as in “dry” or as in 
“sky”.

　Yが単語の語尾に1音節として表示さ
れる
　場合、”dry”(乾いた)または”sky”(空)と
　同じように発音します。

my 　私の

fly 　飛ぶ

dry 　乾いた

sky 　空

cry 　泣く　

try 　~しようとする、試す

The letter y 　”y”という字

day 　日中、日

say 　言う

way 　道路

play 　遊ぶ　

Exercise 1 　エクササイズ　１

Read the following words out loud. 　次の単語を声を出して読んでください。

sky



fry

by

try

stay

play

day

pay

fly

say

yes

dry

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

day 　日中、昼

my 　私の

way 　道路

cry 　泣く

say 　言う

sky 　空

jug 　水差し

van 　バン

try 　～しようとする、試す

dry 　乾いた



Lesson 10 レッスン　10

In this lesson, we’ll learn some letter 
combinations. 

The letter combination i--e : In the 
letter combination i + [consonant] + 
e the i is pronounced "ai" and the e is 
silent, as in "time". 

　このレッスンでは幾つかの
　文字の組み合わせを学習 
　します。

　i とeの組み合わせ: i + [子音]
 + [e] の組み合わせでは
　i は”ai”と発音され、eは”time”
 　の場合のように発音されません。

time 　時、時間　

like 　好む　

nine   九

five 　五

life 　人生　

wine 　ワイン　

bite 　噛む

line 　線

hide 　隠す

fine 　立派な、元気

The letter combination ow “ow”の組み合わせ



The letter combination ow is 
pronounced as in "now" or as in 
"low".

　owの組み合わせは”now”(今)また
は”low”
　（低い）と発音が同じです。

now 　今

cow 　雌牛

how 　どんなふうに、どんな方法で　

town 　町

down 　低い方へ、下へ　

brown 　茶色　

The letter combination ow 　owの組み合わせ

low   低い

grow 　成長する

slow 　遅い　

snow 　雪　

Exercise 1 エクササイズ　１

Read the following words out loud.  　次の単語を声に出して読んでください

low

town

down

cow

how

wow

now

blow



grow

glow

slow

brown

wine

Exercise 2 　エクササイズ2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

now 　今

down 　低い方へ、下へ

slow 　遅い　

wine 　ワイン

cow 　雌牛　

brown 　茶色

how 　どんなふうに、どんな方法で　

hide 　隠す

Lesson 11 レッスン　11



In this lesson, we’ll learn some more 
letter combinations.
In the letter combination a + 
[consonant] + e the a is pronounced 
"ei" and the e is silent, as in "cake".  

　このレッスンではさらに文字の
　組み合わせを学習します。
　a + [子音] + e の組み合わせ
　では、a は”ei”と発音し、
　e は”cake”（ケーキ）の場合
　のように発音されません。

Vocabulary 語彙

date 　日付

late 　遅い、遅れる

sale 　販売　

make 　作る

cake 　ケーキ

bake 　焼く　

take 　取る

wake 　起きる

lake 　湖　

same 　同じ

game 　ゲーム

name 　名前　

safe 　安全な

page 　ページ　

cage 　おり

plate 　皿

state 　状態、様子

The letter c 　”ｃ”という文字



In lesson 8, we learned that the letter 
c is sometimes pronounced as /k/ in 
"computer". In this lesson, we’ll learn
that it is also pronounced as /s/ - 
usually when it comes before "e" or 
"i".

　レッスン8で”c”は”computer”のよう
に”k”と
　発音することを学習しました。このレッ
スン
　では”c”が”e “あるいは”i”の前にある
　場合”s”と発音することを学習します。

cent 　セント

face 　顔　

nice 　良い、素晴らしい

cigarette 　たばこ

circus 　サーカス

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声を出して読んでください。

cake

make

take

wake

date

late

game

sale

name

cent

nice

bake

Exercise 2 　エクササイズ　2



Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

cake 　ケーキ

face 　顔　

wake 　起きる　

cage 　おり

nice 　良い、素晴らしい

lake 　湖

bake 　焼く

cent 　セント

plate 　皿

state 　状態

Lesson 12 レッスン　12

The letter combination qu “qu”の組み合わせ

The letter q is always followed 
by the letter u. Together, they are 
pronounced as in "queen".

 q は常にuが後に付きます。この組み
合わせは
　”queen”（女王）と同じように発音しま
す。

queen 　女王　

quiz 　クイズ



The letter combination sh “sh”の組み合わせ

The letter combination sh is 
pronounced as in “sheriff”.

　shの組み合わせは”sheriff”（保安官）
と
　同じように発音します。

ship 　船

shop 　店

fish 　魚

brush 　筆、ブラシ

The letter combination th “th”の組み合わせ

The letter combination th is 
pronounced as in “thin” or as in 
“this”.

　この文字の組み合わせは”thin”（細
い）
　あるいは”this”（これ）と同じように発音
します。

thin 　細い　

think 　考える　

thing 　物、物体

thank 　感謝する

The letter combination th 　文字の組み合わせ”th”

this 　これ

that 　それ、あれ

the 　その、例の、問題の

then 　その時、あの時

The letter combination ch “ｃｈ”の組み合わせ

The letter combination ch is 
pronounced as in “check”.

　”ch”の組み合わせは”check”と同じよ
う
　に発音します。

chin 　顎



cheese 　チーズ

chest 　箱、たんす

rich 　金持ちの、裕福な

lunch 　昼食　

bench 　ベンチ　

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。　

rich

chin

this

them

cheese

ship

the

thin

brush

short

chest

think

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。　

fish 　魚　



then 　その時、あの時

ship 　船

brush 　筆、ブラシ

chin 　顎　

rich 　金持ちの、裕福な　

quiz 　クイズ　

thank 　感謝する　

chest 　箱、たんす

cheese 　チーズ

Lesson 13 レッスン　13

The letter combination ph “ph”の組み合わせ

The letter combination ph sounds the 
same as the letter f. 

　”ph”の組み合わせは”f”と同じように
　発音します。　

phone 　電話　

phrase 　フレーズ　

Words with two or more syllables 2音節の単語　

Words with two syllables 　2音節以上の単語　

carpet 　じゅうたん

basket 　バスケット



market 　マーケット

garden 　庭

lemon 　レモン　

melon 　メロン

photo 　写真　

river 　川

sister 　姉、妹　

winter 　冬　

silver 　銀

pencil 　鉛筆　

zebra 　シマウマ　

clever 　賢い　

inbox 　受信箱　

forum 　公開討論会、フォーラム

Words with three syllables 3音節の単語　

yesterday 　昨日　

elephant 　象　

banana 　バナナ

alphabet 　アルファベット

Internet 　インターネット　

computer 　コンピュータ

Exercise 1 　エクササイズ　１

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。　



photo

lemon

melon

river

sister

winter

finger

silver

zebra

elephant

banana

alphabet

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。　

photo 　写真

pencil 　鉛筆

clever 　賢い　

elephant 　象　

market 　マーケット　

silver 　銀

winter 　冬　

carpet 　じゅうたん　

garden 　庭　



river 　川

Lesson 14 レッスン　14

The letter combination ck “ck”の組み合わせ

The letter combination ck is 
pronounced as in "sock".

　”ck”の組み合わせは”sock”（くつした）
と
　同様に発音します。

sock 　くつした

clock 　時計　

back 　背、後ろ　

black 　黒　

shock 　衝撃、ショック　

sick 　病気　

stick 　棒　

quick 　急速な、迅速な

The letter combination ea “ea”の組み合わせ

The letter combination ea is 
sometimes pronounced as in "tea". 

　”ea”の組み合わせは”tea”（紅茶）
　と同じように発音することがあります。

tea 　紅茶　

sea 　海

eat 　食べる



east 　東　

meal 　食事

near 　近く

peace 　平和

cheat 　～をだます、不正をする

teach 　教える　

leave 　去る

dream 　夢

speak 　話す

Exercise 1 エクササイズ　１

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。　

sock

back

clock

sick

leave

quick

near

read

tea

sea

cheat

peace



Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

east 　東

peace 　平和　

eat 　食べる　

teach 　教える　

black 　黒　

clock 　時計

near 　近く　

sea 　海　

stick 　棒　

quick 　急速な、迅速な　

back 　背、後ろ　

shock 　衝撃、ショック　

Lesson 15 レッスン　15

The vowel a 母音　”a”



In lesson 7, we learned that the letter 
a is usually pronounced as in "far" or 
as in "fat". In this lesson, we’ll learn 
when the letter a is pronounced as in 
"fall".

　レッスン7で”a”は通常、”far”（遠い）あ
るいは　
　”fat”（肥満した）と同じように発音する
と習い
　ました。
　このレッスンでは”a”がいつ”fall”（落ち
る）
　のように発音されるか学習します。

all 　すべて

hall 　会館、ホール

tall 　背が高い、高い

ball 　球、ボール　

call 　電話を掛ける

fall 　落ちる

wall 　壁

war 　戦争　

warm 　暖かい

want 　欲しい　

wash 　洗う

salt 　塩

also 　～もまた　

always 　いつも

The letter combination ir “ir”の組み合わせ

In lesson 2, we learned that the 
letter i is usually pronounced as 
in "Internet". In this lesson, we’ll 
learn that the letter combination ir is 
pronounced as in "bird".

　レッスン2では”i”は通常、”internet”と
　同じように発音すると習いました。この
レッスン
　では”ir”の組み合わせを”bird”（鳥）と
　同じように発音することを学習します。

bird 　鳥



girl 　少女　

first 　最初の

shirt 　シャツ

skirt 　スカート　

third 　第3

Exercise 1 エクササイズ　１

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。

war

hall

tall

wash

want

skirt

always

third

first

warm

girl

bird

Exercise 2 　エクササイズ　2

Say the opposites of the following 
words out loud.

　次の単語の反対語を声に出して
　　読んでください。

slow ►



 fast

war ►

peace

yes ►

no

up ►

down

bad ►

good

dry ►

wet

fat ►

thin

far ►

close

Lesson 16 レッスン　16

The letter y at the end of a word 単語の語尾にある”y”



When the letter y appears at the end 
of a word that is two or more syllables 
long, it is pronounced as in "happy".

　”y”が2音節以上ある単語の語尾に表
示され
　る時、”happy”と同じように発音しま
す。　

lady 　淑女、婦人、レディ　

baby 　赤ちゃん

family 　家族

country 　国

very 　とても

many 　多い

twenty 　二十

thirty 　三十

The letter combination oa “oa”の組み合わせ

coat   外套、コート　

goat 　ヤギ

road 　道路

soap 　石けん

download 　ダウンロード

The letter combination ou “ou”の組み合わせ

cloud 　雲

count 　数える

house 　家

mouse 　ネズミ

outbox 　送信箱

The vowel u 母音”u”



In lesson 8, we learned that the letter 
u is pronounced as in “bus”. In this 
lesson, we’ll learn when the letter u is 
pronounced as in “push”.

　レッスン8で、”u”は”bus”と同じように
発音
　すると習いました。このレッスンでは、
　”u”を”push”（押す）と同じように発音
する
　ことを学習します。　

put 　置く

push 　押す

full 　いっぱいの、満杯の

pull 　引く

Exercise 1 エクササイズ　１

Read the following words out loud. 　次の単語を声を出して読んでください。

baby

coat

lady

many

road

family

country

fifty

cloud

put

house

count

Exercise 2 　エクササイズ　2



Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

twenty 　二十

very 　とても

family 　家族

pull 　引く

house 　家

cloud 　雲

lady 　淑女、婦人、レディ

coat 　外套、コート

road 　道路　

soap 　石けん

mouse 　ネズミ　

country 　国　

Lesson 17 レッスン　17

Silent letters 発音しない文字



In lesson 10, we learned that when 
the letter e appears at the end of a 
word, it is silent. In English, there are 
many other letters that are sometimes 
silent. In this lesson, we’ll introduce a 
few of them.

　レッスン10で私たちは”e”が単語の語
尾に
　表示される時、発音しないと習いまし
た。
　英語では他にも多くの文字が発音しな
い
　時があります。このレッスンではその
幾つか
　を学習します。　

The letter w “w”という字　

When the letter w appears at the start 
of a word and is followed by the letter 
r, it is silent. 

　”w”は単語の冒頭に表示され、”r”が
　それに続く場合、発音しません。

write 　書く

writer 　作家、ライター

wrap 　包む

wrist 　腕首

The letter k “k”という字

When the letter k appears at the start 
of a word and is followed by the letter 
n, it is silent. 

　”k”は単語の冒頭に表示され、”n”が
　それに続く場合、発音しません。

knife 　ナイフ

knock 　強く打つ、ノックする

knit 　編む

know 　知る

knee 　ひざ

knot 　結び目

The letter l “ｌ”という字



When the letter l appears between 
the letter a and a consonant, it is 
silent. 
The letter a is pronounced as in "far" 
or as in "fat". 

　”l”が”a”と子音の間にある場合、
　発音しません。
　”a”は”far”または”fat”と同じように発音
　します。

calf 　子牛　

palm 　手のひら

half 　半分

calm 　穏やかな

When the letter l appears between 
the letter a and the letter k, it is silent. 
The letter a is pronounced as in “fall”.

　　”l”が”a”と”k”の間にある場合、
　　　”l”は発音しません。　
　　　”a”はこの場合”Fall”と同じ
　　　発音になります。

talk 　しゃべる、話をする

walk 　歩く

The letter b “b”という字　

When the letter b appears after the 
letter m at the end of a word, it is 
silent. 

　”b”は”m”の後にあり、単語の語尾にあ
る
　場合、発音しません。

lamb 　子羊　

thumb 　親指　

comb 　くし

bomb 　爆弾　

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の言葉を声に出して読んでくださ
い。　

write



knife

knock

thumb

know

writer

wrong

calm

comb

talk

half

bomb

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。　

writer 　作家　

comb 　くし

knife 　ナイフ

walk 　歩く

calf 　子牛

calm 　穏やかな

lamb 　子羊

wrap 　包む　

know 　知る

knee 　ひざ



knot 　結び目

knock 　強く打つ、ノックする

Lesson 18 レッスン　18

The letter combination gh “gh”の組み合わせ

In the letter combination “ght”, the 
pair gh is usually silent. 

　”ght”の組み合わせでは”gh”は
　　通常、発音しません。

night 　夜　

light 　光

right 　右、正しい

fight 　戦う

daughter 　娘

eight 　八

sigh 　ため息

fought 　戦った

Sometimes, the letter combination gh 
is pronounced like the letter f - only 
after ou or au.

　”gh”の組み合わせは”ou”あるい
は”au”
　の後にある場合だけ”f”のように発音し
ます。

laugh 　笑う

enough 　十分な



The letter combination wh “wh”の組み合わせ

Sometimes, the letter h is silent in the 
letter combination wh.

　”h”は”wh”の組み合わせの中では
　発音しないことがあります。

why 　なぜ

wheat 　小麦

what 　何

where 　どこ

when 　いつ

white 　白　

Sometimes, the letter w is silent in 
the letter combination wh.

　”w”は”wh”の組み合わせの中では発
音
　しないことがあります。

who 　誰

whose 　誰の　

whole 　全体の、すべての

whom 　誰に

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。

night

light

fight

daughter

enough

wheat



sigh

whom

laugh

where

white

whose

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

daughter 　娘　

what 　何　

whole 　全体の、すべての

white 　白

eight 　八

light 　光

laugh 　笑う

right 　右、正しい

wheat 　小麦

fight 　戦う　

night 　夜

enough 　十分の



Lesson 19 レッスン　19　

Double consonants 促音

In English, repeated letters are 
pronounced as if they appeared only 
once. 

　英語では反復された字は1字のように
　発音します。
　

At the end of a word: 　単語の語尾にある場合：

class 　クラス

glass 　ガラス

egg 　卵

dress 　ドレス

grass 　草

hill 　丘　

In the middle of a word: 　単語の中にある場合：

letter 　手紙、文字

butter 　バター

dinner 　夕食、晩餐　

supper 　夕食

summer 　夏

bottle 　びん

little 　小さい　

happy 　幸福な



coffee 　コーヒー

office 　事務所、オフィス

The suffix tion 接尾辞　”-tion”

The combination or suffix -tion is 
prounced "shun".

　”－tion”の組み合わせや接尾辞は
　”shun”と同様に発音します。　

action 　行動

station 　駅　

nation 　国民　

application 　適用

stationery 　文房具　

Exercise 1 エクササイズ　１

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。

class

grass

egg

question

station

office

will

dress

better

apple

supper



happy

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

supper 　夕食　

station 　駅

bottle 　びん

glass 　ガラス

summer 　夏

class 　クラス　

dress 　ドレス

egg 　卵　

letter 　手紙、文字

happy 　幸福な

butter 　バター

action 　行動

Lesson 20 レッスン　20

The vowel o 母音　”o”



In lesson 3, we learned that letter o 
is usually pronounced as in "omelet". 
In this lesson we’ll learn when it is 
pronounced as in "son".

　レッスン3は”o”は通常”omelet”と同じ
よう
　に発音すると習いました。
　このレッスンでは”son”
　と発音する場合を学習します。

love 　愛　

son 　息子

month 　月

mother 　母　

brother 　兄弟　

The suffix ture 　接尾辞　”‐ture”

The sufix ture is pronounced "chur". 　接尾辞”‐ture”は”chur”と発音します。

nature 　自然　

picture 　写真

The letter t is sometimes silent. 　”t”は発音しない時があります。

listen 　聞く

often 　しばしば

The letter combination ea “ea”の組み合わせ

In lesson 14, we learned that the 
letter combination ea is sometimes 
pronounced as in "tea". However, 
sometimes it is pronounced as in 
"head".

　レッスン⒕で、”ea”の組み合
　　わせは”tea”と同じように発音
　　することがあると習いました
　　が、head”のように発音する
　　こともあります。 

head 　頭

bread 　パン

Sometimes the letter combination ea 
is pronounced as in “great”.

　この組み合わせは”great”のような発
音になる
　ことがあります。



great 　大きい、偉大な

steak 　ステーキ

The letter combination ew “ew”の組み合わせ　

The letter combination ew is 
sometimes pronounced as /iu/ or as a 
long /u/

　”ew”の組み合わせは”iu”あるいは長
い
　”u”音として発音されることがあります。

new 　新しい

nephew 　おい

few 　少しの

ew as a long /u/ 　”u”の長音としての”ew”

crew 　乗務員、クルー

blew 　吹いた　

knew 　知っていた

Exercise 1 エクササイズ　1

Read the following words out loud. 　次の単語を声に出して読んでくださ
い。

come

love

done

brother

month

mother

new

son



one

grew

dead

bread

Exercise 2 　エクササイズ　2

Translate the following words into 
English.

　次の単語を英語に訳してください。

picture 　写真

mother 　母

nature 　自然

new 　新しい

nephew 　おい

steak 　ステーキ

love 　愛

month 　月

head 　頭　

bread 　パン

son 　息子

crew 　乗務員、クルー



Lesson 21 レッスン　21

Uppercase letters 大文字

In English, each letter has two forms: 
uppercase and lowercase. Till now, 
we have used lowercase letters only. 
Now we’ll learn the uppercase letters.

　英語の文字は大文字と小文字という2
形態
　から構成されます。現在まで、私たち
は
　小文字だけを使用しました。このレッス
ンでは
　大文字を学習します。

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

　A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O,
　 P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Using uppercase letters 　大文字の使用　

A sentence always starts with an 
uppercase letter. Proper nouns also 
start with an uppercase letter. Proper 
nouns in English include names of 
people, countries, continents, cities, 
rivers, days of the week, months, and 
more.

　文章は常に大文字から始まり
　す。　固有名詞も大文字から
　始まります。英語の名詞は
　人々、国、市、川、週の曜日、
月の名前、その他を含みます。

Dan 　ダン

Tom 　トム

Ann 　アン

Smith 　スミス

America 　アメリカ合衆国

New York 　ニューヨーク

England 　イギリス

London 　ロンドン

Days of the week 週の曜日

Sunday  　日曜日



Monday  　月曜日

Tuesday  　火曜日

Wednesday  　水曜日

Thursday  　木曜日

Friday  　金曜日

Saturday  　土曜日　

Months 月　

January  　1月

February  　2月

March  　3月

April  　4月

May  　5月

June  　6月

July  　7月

August  　8月

September  　9月

October  　10月

November  　11月

December  　12月

The letter e at the end of a word 単語の語尾にある　”e”



In previous lessons, we learned that 
when the letter e appears at the end 
of a word, it is silent. However, when 
the word contains only one vowel, the 
letter e is pronounced as in “she”.

　以前のレッスンで私たちは
　　単語の語尾にある
　”e”は発音しないことを学習
　　しました。しかし単語が
　　1母音だけを含む場合、
　”e”は”she”のように発音します。

he 　彼

me 　私に

she 　彼女

we 　私たち

The vowel u 　母音　”u”

In previous lessons, we learned that 
the letter u is sometimes pronounced 
as in “bus” and sometimes as in 
“push”. In this lesson we’ll learn 
when it is pronounced as the 
diphthong iu, as in “unit”.

　以前のレッスンで私たちは”u”
　は”bus”のように発音しり、
　”push”のように発音すること
　があると学習しました。 
　このレッスンでは”unit”
　のように二重母音の”iu”
　のように発音する場合を
　　学習します。

unit 　単位　

university 　大学

Lesson 22 レッスン　22



In this lesson, we’ll summarize 
the various ways we learned to 
pronounce English letters and letter 
combinations. 

このレッスンでは英語の文字や文字の
組み合わせのさまざまな発音方法を要
約します。

Pronouncing vowels 　母音の発音　

The vowel a 　母音”a”

bar, bark, dark, far, farm

pronounced as a short /a/ 　短音の”a”として発音する

ask, bad, cat, fat, hat, hand, land

pronounced as /o/ 　”o”として発音する　

all, also, ball, salt, war, wash

pronounced as /a/ 　”a”として発音する　

bake, cake, game, late, name, safe

The vowel e  
pronounced as /e/

　母音”e”
　”e”として発音する　

bed, bend, leg, left, net, ten

pronounced as /i/ 　”i”として発音する　

be, he, me, she, we

Silent 発音しない

date, June, nice, office, take, time

The vowel i 
pronounced as /i/

　母音”i”
 “i”として発音する

April, big, king, milk, silver, sit

pronounced as a short /e/ 　短音の”e”として発音する

bird, first, girl, shirt, skirt, third



pronounced as /ai/ 　”ai”として発音する　

five, Friday, life, nine, wine, write, 
online

The vowel o 
pronounced as /o/

　母音”o”
　”o”として発音する

box, clock, dog, October, song



pronounced as a short /a/ 　短音の”a”として発音する

brother, love, Monday, month, one, 
son

pronounced as /u/ 　”u”として発音する　

who, whom, whose

pronounced as /ou/   “ou”として発音する　

comb, phone, whole, post

The vowel u 
pronounced as a short /a/

  母音”u”
  短音の”a”として発音する

bus, but, cup, lunch, run, Sunday

pronounced as /u/   “u”として発音する　

full, pull, push, put

pronounced as a short /e/   短音の”e”として発音する

Saturday, Thursday

pronounced as /iu/   “iu”として発音する

January, June

Vowel combinations 　母音の組み合わせ

ee pronounced as a long /ee/ 　長音の”ee”と発音する”ee”

beer, green, see, sleep, tree, week

oo prounounced as a short /u/ 　短音の”u”として発音する”oo”

book, foot, good, look, wool

oo prounounced as a long /u/ 　長音の”u”として発音する”oo”

boot, mood, moon, noon, room, soon, 
zoo



oo prounounced as a long /o/ 　長音の”o”として発音する”oo”

door, floor

oo prounounced as a short /a/ 　短音の”a”として発音する”oo”

blood, flood

ea prounounced as a long /i/ 　長音の”i”として発音する”ea”

dream, leave, meal, near, peace, 
speak

ea prounounced as /e/ 　”e”として発音する”ea”

bread, head

ea prounounced as /ei/ 　”ei”として発音する”ea”

break, great, steak

ea prounounced as a short /a/ 　短音の”a”として発音する”ea”

heart

ow prounounced as  
/ou/

　”ou”として発音する”ow”

blow,grow, low, slow

ow prounounced as  
/au/

　”au”として発音する”ow”

brown, cow, down, how, now, town

oa prounounced as  
/ou/

　”ou”として発音する”oa”

coat, goat, road, soap

ou pronounced as /au/ 　”au”として発音する”ou”

cloud, count, house, mouse

ou pronounced as /a/ 　”a”として発音する”ou”



double, young

ou pronounced as /u/ 　”u”として発音する”ou”

soup

ou pronounced as /aue/ 　”aue”として発音する”ou”

hour, flour

ou pronounced as a short /o/ 　短音の”o”として発音する”ou”

bought, fought, 

ew pronounced as /iu/ 　”iu”として発音する”ew”

few, nephew

blew, crew, knew, new

Pronouncing consonants 　子音の発音　

b pronounced as /b/ 　”b”として発音する”b”

bed, book, box, bread, brother, but

c pronounced as /s/ 　”s”として発音する”c”

cent, December, face, nice, office, 
peace

c pronounced as /k/ 　”k”として発音する”c”

cake, cap, car, card, carpet, cup

d pronounced as /d/ 　”d”として発音する”d”

day, dinner, dog, down, drink, dream

f pronounced as /f/ 　”f”として発音する”f”

farm, five, food, foot, fork, free

g pronounced as /g/ 　”g”として発音する”g”



game, garden, goat, glass, green, 
groom

g pronounced as /j/   “j”として発音する”g”

cage, page

h pronounced as /h/    “h”として発音する”h”

hand, hat, hide, hit, hot, how

j pronounced as /j/     “j”として発音する”j”

jam, jar, jeep, jet, jug, jump

k pronounced as /k/     “k”として発音する”k”

basket, keep, king, market

l pronounced as /l/    “l ”として発音する”l”

land, left, leg, list, long, look

m pronounced as /m/     “m”として発音する”m”

make, meal, mend, milk, moon, 
mouse

n pronounced as /n/      “n”として発音する”n”

nation, nature, near, nephew, night, 
November

p pronounced as /p/     “p”として発音する”p”

park, peace, pen, pencil, pink, post

q pronounced as /cu/    “cu”として発音する”q”

queen, quick, quiz

r pronounced as /r/     “r”として発音する”r”

ring, right, river, road, room

s pronounced as /s/     “s”として発音する”s”



safe, sand, sleep, song, sweet, story

t pronounced as /t/     “t”として発音する”t”

teach, tent, town, tree, Tuesday, 
twenty

v pronounced as /v/     “v”として発音する”v”

van, silver, very, love

w pronounced as /w/     “w”として発音する”w”

want, week, wind, wine, winter

x pronounced as /x/     “x”として発音する”x”

 box, fox

y pronounced as /y/     “y”として発音する”y”

yard, yes, yesterday

z pronounced as /z/     “z”として発音する”z”

zoo, zebra

Consonant combinations   子音の組み合わせ

sh pronounced as /sh/ 　  “sh”として発音する”sh”

she, ship, shirt, shock, shop, fish

th pronounced as /th/    “th”として発音する”th”

thank, thing, think, third, thirty, thumb

th pronounced as /d/   “d”として発音する”th”

that, the, then, this

ch pronounced as /ch/   “ch”として発音する”ch”



cheat, cheese, chest, chin, bench, 
rich

ph pronounced as /f/   “f”として発音する”ph”

phone, photo, phrase, alphabet

Vocabulary   語彙

door 　ドア

floor 　床

blood 　血

flood 　洪水　

break 　壊す、割る

heart 　心臓

double 　2倍の

young 　若い　

soup 　スープ

hour 　時間

flour 　小麦粉

bought 　持ってきた

grown 　成長した

online 　オンライン　


