
English in day-to-day life with children 
子供のいる日常生活で使う英語 

                                                   (in and around Connecticut) 
 
学校生活･名称 
Principal                         校長先生    Assistant Principal     副校長先生    
Classroom teacher         担任の先生   Substitute teacher    代理の先生 
Nurse's office                  保健室     Psychologist  心理カウンセラー 
Custodians      用務員    Schoolhouse          校舎 
Auditorium                    講堂      Media Center   図書室                

Recess                     休み時間 （Indoor/Outdoor recess） 
Assembly                       集会      Conference       個人面談 
Report card                   成績表･通知表  Assignment/homework    宿題 
Field trip                      遠足       Field day     運動会 
Chauffeur                    運転手をする   Chaperon       遠足などに同行する 
Call in sick                    病欠の電話をする Oversleep                     寝坊する      
Sign in tardy      遅刻した朝オフィスで用紙に署名する 
 
Suspend                        停学にする    Expel            退学にする    
Ground                         外出禁止/出場禁止にする 
Lockdown             校内に不審者が侵入した場合の施錠措置 
 
Skip lunch                     昼食を抜く    Play tag         鬼ごっこする 
Play hide-and-seek      かくれんぼする  Jump rope     縄跳びする 
Tick-tack-toe                ３目並べ    Have a playdate   放課後遊ぶ約束をする 
Video game   テレビゲーム/ゲーム  Game arcade                ゲームセンター  

Sleepover       お泊り会        
Show and tell(Sharing)  クラスで自分のお気に入りのものを披露する 
 
Board of Education       教育委員会   Superintendent of Schools 教育委員長 
PTA co-President  PTA 会長/副会長  
 
 
教材 
Flashcards        算数などで使用する加減乗除、アルファベットなどのカード  
Ruler          定規          Blunt tip scissors  先の丸いはさみ 
Protractor       分度器         Glue             のり 
Stapler            ホチキス        Staples         ホチキスの針 
Scotch-tape    セロテープ        
Punch-hole reinforcement         バインダーに閉じる穴の補強テープ 
Spiral notebook         らせん状の針金で留めてあるノート 
Portfolio          資料用プリントなどをはさむフォルダーのようなもの 



Highlighter      蛍光ペン 
Brass fastener           虫ピン     Thumbtack       画鋲 
 
 
よく使われる略語 
R.S.V.P.      Response S’il Vous Plait（仏）  出欠席の連絡 
A.S.A.P.      As Soon As Possible           至急 
FYI              For Your Information   参考までに 
TBA             to  be announced                  未定 
AKA   also known as                       ～としても知られている 
CCS             Cos Cob School      
CMS            Central Middle School  
GHS             Greenwich High School  
OGCC          Old Greenwich Community Center 
 
医療一般 
  ＊まずは小児科へ行き、症状によって専門医を紹介してもらう 
 
Medication          投薬      Over the counter drug   町の薬局で買える薬 
Prescription     処方箋 （眼鏡などの度数を医者に指示してもらうときにも使用）     
Painkiller         鎮痛剤        Ointment              塗り薬 
Sanitize            衛生消毒する     General doctor     一般開業医 
Pediatrician        小児科医      Dentist               歯科医 
Orthodontist       矯正歯科医     Periodontist            歯周病医 
Orthopedist        整形外科医     Eye doctor (ophthalmologist ) 眼科医 
Optometrist       処方･眼病治療資格のある視力補正医（手術は不可） 
Optician             視力補正技術者（眼科の処方を受けて視力補正する） 
Ear, nose, and throat doctor  (Otolaryngologist)  耳鼻咽喉科 
                （よほどの事がない限り小児科で治療） 
Obstetrician       産科医 
 
 
一般的な症状 
Fever      熱  （I have a slight fever. 微熱） 
I have a cold.  風邪を引いている   Catch a cold   風邪を引く 
I have a cough.  咳が出る      Dry cough  から咳 
Persistent cough    しつこい咳     Wheezing  ゼーゼーしている 
I have a runny nose. 鼻が出る    I have a stuffy nose. 鼻がつまっている 
Phlegm( フ レ ム )  痰     I have  a headache.  頭 痛 が す る      

Sharp pain    鋭い痛み        Throbbing pain        ズキズキする痛み 

Lingering pain    長引く痛み      I have a stomachache.お腹が痛い     
Tingling pain      ひりひり/ちくちく/きりきりする痛み 



Chronic pain      慢性の痛み     I have sore throat.    のどが痛い                
 
Puberty               思春期        Period(Menstruation)  生理/月経 
I have the cramps.   腹痛/生理痛がある I have a cramp in ---.---が痙攣している 
Sanitary napkin   生理ナプキン 
 
Throw up (vomit)      吐く       I threw up last night.  昨夜吐いた       
I feel nauseous.          吐き気がある 
Diarrhea        下痢  I have diarrhea. 下痢している 
Constipation                 便秘     I am constipated.   便秘している 
Appendicitis                 盲腸炎     Calculus              結石    
Bed wetting        おねしょ      
 
Belching             げっぷ        Gas     腸にたまるガス、おなら 
Bloat                   お腹の張り      
Rash        あせもなどの肌の異常/発疹  Pink eye     結膜炎 
Black eye             目の周りのあざ   Watery eyes    涙目 
Eye discharge      目やに       Ear infection        中耳炎 
Mouth sore (canker)    口内炎     Lump       こぶ、しこり 
Allergy              アレルギー        I am allergic to-----.～にアレルギーがある 
 
Chickenpox        水疱瘡        Mumps               おたふく風邪    
German measles （rubella）  風疹   Measles                麻疹 
Fifth disease       リンゴ病       Strep (Streptococcus)  溶連菌      
Vaccination   予防接種       
Lime disease      ライム病（ティックというダニに刺されて起きる病気） 
Red ring             ライム病特有の赤い大きなあざ 
Negative  菌を持っていない    Positive    菌を持っている 
Antibiotics     抗生物質 
 
Tuberculosis           結核       Asthma        喘息 
Asthma attack        喘息の発作    Inhaler         喘息の吸入器    
   
         
 
 
検査 
X-ray             レントゲン     Chest X-ray      胸部レントゲン 
Urine              尿         Urine sample   検査用尿 
Stool               検査用便      Blood test         血液検査 
Physical check up    健康診断 
 



 
その他 
Athlete’s foot     水虫       Sprinter           トゲ 
Bruise        打撲傷        Swelling      腫れ 
Inflammation     炎症       Itching             かゆみ 
Abrasion（Scratch、Scrape）すりむき傷 Ankle Sprain     足首の 捻挫 
Broken bone （Bone fracture） 骨折 Crack in the bone     骨のヒビ 
Achilles tendon   アキレス腱    Arthritis        関節炎     
 
Cast     ギプス（Plaster cast 漆喰）(Ceramic cast セラミック)  
Crutch   松葉杖(Cane 杖)  Wheelchair    車椅子 
Autism      自閉症      Special need child      個別指導の子供 
Depression      うつ病      Sleep disorder        睡眠障害 
 
 
歯科医で 
Gum                  歯茎        Decay (Cavity )       虫歯  
Baby tooth         乳歯                           Permanent tooth   永久歯 
Incisor              前歯        Canine          犬歯 
Molar               奥歯                           Wisdom tooth       親知らず 
I have a toothache.    歯が痛い    Plaque       歯垢 
Sealants           虫歯予防のために歯の溝に埋める白いプラスティック 
Gingivitis        歯茎の炎症       Periodontitis      歯周病 
Temporomandibular  joint  dysfunction        顎関節症  
Crown            歯のかぶせ物（歯の歯茎から出ている部分） 
False teeth（Dentures）義歯     Bridge     いくつかつながった義歯   
Loose tooth（Wiggly tooth）    ぐらぐらの歯 
Braces           矯正用の装置（個々の歯につける、一つ一つは Bracket） 
Retainer       矯正の目的で上あごや下あごにはめる装置 
Extract  a tooth       歯を抜く    Thumb sucking   指しゃぶり（親指） 
Coming in tooth    はえてきている歯 （come out//fall out は抜けること） 
I lost my tooth.      歯が抜けた               
Tooth fairy             抜けた乳歯を枕の下において眠ると妖精が歯と引き換えに 

お金を置いていくという言い伝え 
 
 
季節用語 
New Year’s Day         元旦    Groundhog day          啓蟄（米では２月２日） 
Winter Solstice          冬至    Summer Solstice       夏至     
Spring Equinox             春分   Autumnal Equinox        秋分 
Good Friday/Easter Monday 復活祭    
New Year’s Eve        大晦日              


