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1 vacation 休暇 during ～の間に plan 計画、プラン snowy 雪の snack 軽食、おやつ
2 took takeの過去形 excited わくわくして think 考える、思う spend （時間を）過ごす before （時を表して）～より前に
3 caught catchの過去形 scenery 景色 bought buyの過去、過去分詞形 holiday 休日 hungry お腹がすいて
4 saw seeの過去形 trip 旅行 buy 買う until ～まで must ～しなければならない
5 panda パンダ Golden Week ゴールデンウィーク（和製英語） weekend 週末 Let's see. ええと。 wait 待つ
6 go fishing 釣りに行く Kegon Falls 華厳の滝 grandparent 祖父、祖母 weather forecast 天気予報 grandmother おばあさん、祖母
7 garden 庭、庭園 go shopping 買い物に行く how's = how is grandfather おじいさん、祖父
8 rock 岩、石、ﾛｯｸ Finland フィンランド won't  = will not wait for ～ ～を待つ
9 traditional 伝統的な guess 推測する、言い当てる charity チャリティー、思いやり

10 for the first time初めて exchange 交換 town 町
11 was am, isの過去形 host （来客をもてなす）主人 hospital 病院
12 were areの過去形 language 言語、国語 children childの複数形
13 free 自由な、ひまな、無料の、ただの Guess what! あのね、 child 子ども
14 all day １日中 How come? どうして。 begin 始まる、始める
15 anywhere （疑問文で）どこか How long～? どのくらいの間～ですか。 list 名簿、リスト
16 village 村人、村民 Helsinki ヘルシンキ a.m. （ラテン語の略で）午前
17 near ～の近くの（に） Finnish フィンランド（人）の、フィンランド語 p.m. （ラテン語の略で）午後
18 farmer 農民、農業従事者 host family ホストファミリー pay 支払う
19 band 楽隊、バンド Swedish スウェーデン語 money 金
20 exciting わくわくさせるような will ～しようと思う、～でしょう Maui マウイ（ハワイ諸島にある島の名）
21 try 試食する、ためす tomorrow 明日（は） $ = dollar
22 Korea 韓国・朝鮮 cycle サイクリングする call 電話をかける
23 the Korean Folk Village韓国民族村 right now 今すぐ shoe くつ
24 Seoul ソウル（韓国の首都） go cycling サイクリングに行く entrance 入口、玄関
25 hobby 趣味 I'll = I will take off ～ ～をぬぐ
26 read readの過去形 meet 会う Jane ジェーン（女子の名）
27 noon 正午 else ほかに（の） another もうひとつ（１人）の
28 cherry さくら（の木） perhaps たぶん event 行事、出来事
29 blossom （おもに果樹の）花 shopping 買い物 against ～に反対して
30 people 人々 design 設計、デザイン hunger 空腹、飢え
31 under ～の下に camp キャンプする join 参加する、加わる
32 tree 木 hope 望む example 例
33 party パーティー fun 楽しみ、喜び distance 距離
34 said sayの過去形 round 初めから、終わりまで for example たとえば
35 miss なつかしく思う even ～でさえ think of ～ ～のことを考える
36 hunting さがし求めること card （お祝いなどに送る）カード own 自分自身の
37 oh ああ worried 心配な sell 売る
38 Lisa リサ（女子の名） weather 天気、天候 bring 持ってくる
39 Easter 復活祭、イースター anyway とにかく should (shallの過去形）～すべきである
40 made make（作る）の過去、過去分詞形 bye さようなら throw 投げる
41 sandwich サンドイッチ go camping キャンプしに行く away あちらへ、離れて
42 science 理科、科学 all year round 一年じゅう Why don't we ～? （提案して）、～しませんか。
43 found findの過去、過去分詞形 Santa Claus サンタクロース throw ～ away ～を捨てる
44 lake 湖 Christmas クリスマス
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