
chart 図表 hide 隠れる、隠す
チャート ハイド

trust 信用する、信頼する athlete スポーツ選手
トゥラスト アスリート

billion 10億 aquarium 水族館
ビリョン アクウェリアム

modern 現代の、現代的な selfish 利己的な
マダン セルフィッシ

mile マイル lily ユリ
マイル ＊1マイル＝約1.6km リリィ

expect 予期する、期待する fence 囲い、さく
イクスペクト フェンス

following 次の gram グラム
ファロウイング グラム

disaster 大災害、惨事 skin 肌、皮膚
ディザスタァ スキン

decision 決心、決定、結論 fee 料金
ディスィジャン フィー

fuel 燃料 wing つばさ
フューエル ウィング

importance 重要性 invention 発明
インポータンス インヴェンシャン

metal 金属 inch インチ
メトゥル インチ 1インチ=約2.5cm

Thailand タイ
タイランド
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Mars 火星 completely 完全に
マーズ コンプリートゥリィ

stress ストレス competition 競争、競技会
ストゥレス カンペティション

printer プリンター anymore これ以上～ない
プリンタァ エニモー I don't need the pen anymore.そのペンはもう必要ない

thin 薄い、やせた balance 均衡、つりあい
スィン バランス

understanding 理解 partner パートナー
アンダスタンディング パートナァ

benefit 利益 trade
ベネフィット トゥレイド

count 数える anger 怒り
カウント アンガァ

feed 食べ物を与える colorful 色彩豊かな
フィード カラフル

housework 家事 complain
ハウスワーク コンプレイン

lifestyle 生活様式 clever 利口な、賢い
ライフスタイル クレヴァ

Pacific 太平洋の、太平洋 personality 性格、個性
パスィフィック パーソナリティ

tiny とても小さい ordinary 普通の、通常の
タイニィ オードゥネリ

corn とうもろこし
コーン

貿易、通商
取引する、交換する

不満を言う
苦情を言う
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perform liter リットル
パフォーム リータァ

apply 申し込む penguin ペンギン
アプライ ペングウィン

happiness 幸福、幸せ、喜び、満足 Asia アジア
ハァピネス エイジャ

female 女性の railway 鉄道
フィーメイル male:男性の レイルウェイ

deeply 深く ballet バレエ
ディープリィ バレイ

fry ～を油であげる spirit 精神
フライ スピリト

theme 主題、テーマ exactly
スィーム イグザクトリィ

industry 産業、工業 theory 理論、学説
インダストゥリィ スィーオリィ

polite 礼儀正しい title 題名、表題
ポライト タイトゥル

sheet 1枚、シーツ suffer 苦しむ、苦痛を受ける
シート サファ

surprising 驚くべき、びっくりする bacteria バクテリア、細菌
サプライズィング バクティリア

final 最後の grandparent 祖父、祖母
ファイヌル グランペアレント

positive 前向きな
パズィティヴ negative:消極的な

上演する、演じる
演奏する

正確に、厳密に
ちょうど
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instrument 楽器、器具 western 西の
インストゥルメント ウェスタン

shower シャワー、にわか雨 rather かなり、だいぶ、むしろ
シャウア ラザ

entrance 入り口、玄関 earn ～を得る、かせぐ
エントゥランス アーン

electric 電気の fat 太った
イレクトゥリク ファット

generation 世代、同世代の人々 separate ～を分ける
ヂェネレイション セパレイト

expert 専門家 figure 図、図表、容姿、姿、数字
エクスパート フィギャ

dirty 汚い、汚れた cancer ガン、害悪
ダーティ キャンサァ

reply force 力
リプライ フォース

wooden 木製の preserve ～を保護する
ウドゥン プリザーヴ

correct stream 小川
コレクト ストゥリーム

patient offer
ペイシェント オーファ

cream クリーム scare ～を怖がらせる
クリーム ice cream : アイスクリーム スケア

gather
ギャザァ

提供する
申し出る

返事する、答える
返事、答え

患者
我慢強い

集まる
～を集める
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正しい、正確な
正す、訂正する
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sight passage
サイト パセッヂ

survey 調査 necklace ネックレス
サーヴェイ ネクレス

disappointed がっかりして pot 鍋
ディサポインティド パット

sail somewhere どこかに［へ］
セイル サムウェア

zone 地帯 difficulty 難しさ、困難
ゾウン ディフィクルティ

satisfy ～を満足させる powder 粉
サティスファイ パウダァ

logic 論理（学） device 装置、しかけ
ラヂック ディヴァイス

injure けがをさせる、傷つける bone 骨
インヂャ ボウン

male 男性の、オスの condition 状態、状況
メイル female:女性の コンディション

calm discovery 発見
カーム ディスカヴァリィ

behavior 振る舞い、行動 intelligence 知能
ビヘイヴァ インテリヂェンス

source みなもと relationship 関係
ソース リレイションシプ

provide ～を供給する
プロヴァイド

視力、視覚
光景

航海する
帆、帆船

通路
文章の一節
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