
品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
Int. 501 12 いえ いえ No, It's nothing,

2GVi 502 12 出る でる

(1) get out, come out, go out,  (2) leave, start, (3) appear, 
emerge, 
(4) stick out, protrude, (5 )run, bleed, flow, (6) come, be 
published, 
be issued, (7) be present, attend, (8) come (from), derive (from), 

Adv. 503 12 何度か なんどか once or twice,  on several occasions,
N 504 12 おば（さん） おば aunt
N、VN 505 12 （ご）紹介 しょうかい introduction
N 506 12 （ご）結婚 けっこん marriage

na -A 507 12 立派 りっぱ
(1) excellent, wonderful, splendid, (2) praiseworthy, admirable,
 honorabl, respectable, (3) suffícient

N 508 12 高校 こうこう (senior) high school
N 509 12 経営学 けいえいがく business administration
N 510 12 去年 きょねん last year
Conj. 511 12 それに それに besides, what is more, moreover, on top of that.
na-A、N、VN 512 12 安心 あんしん  relief, security, safety
Adv. 513 12 何人も なんにんも any number of persons
N 514 12 男性 だんせい man, men,  male, guy
N 515 12 大学院 だいがくいん graduate school
N 516 12 試験 しけん exams, test
Adv. 517 12 まだまだ まだまだ I'm far from it, I'm not finished yet, I haven't seen anything yet,
N 518 12 警官 けいかん policeman, police officer
Pron. 519 12 あなた あなた (1) you, (2) dear, darling, honey
N 520 12 オフィス オフィス office
N 521 12 泥棒 どろぼう thief, robber, burglar, housebreaker
N 522 12 最後 さいご (1) the last, an end, (2) once
Adv.、N 523 12 確か たしか surely, certainly, undoubtedly, if I remember right
N 524 12 鍵 かぎ (1) key, lock, (2) clue
na -A、N 525 12 変 へん strange, odd, funny, suspicious
Exp. 526 12 そういえば そういえば come to think of it, as I recall, in fact
N 527 12 男の人 おとこのひと man, men
Adv. 528 12 まさか まさか Not really! That's impossible! You must be kidding. No way.
N 529 13 レポート レポート report, term paper

1GVt 530 13 出す だす

(1) put out, (2) take out, get out,  (3) show, expose, (4) send, 
mail,  (5) produce, (6) give, serve, (7) publish, (8) exhibit, 
display, 
(9 )submit, present,  (10) utter, emit, make
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳

2GVi 531 13 寝る ねる (1) sleep, (2) go to bed, (3) be ill, (4)  lie (down)

N 532 13 はさみ はさみ scissors
2GVt 533 13 片づける かたづける (1) clear ur, (2) settle, solve, (3) finish

N、na -A 534 13 久しぶり ひさしぶり
It had been a long time. for the first time in a long time.
for a long time

N 535 13 子ども こども child, children
2GVi 536 13 生まれる うまれる (1) be born, (2) be formed, (3) be produced
N 537 13 車 くるま (1) vehicle, car, (2) wheel
N 538 13 飛行機 ひこうき plane, airplane
N、VN 539 13 到着 とうちゃく arrival
N 540 13 （ご）予定 よてい plan, schedule, program
Adv. 541 13 もうすぐ もうすぐ at some point in the near future, almost, soon
Adv. 542 13 あとで あとで later on
1GVt 543 13 渡す わたす (1) take …across, (2) give, deliver, (3) hand (over)
1GVi 544 13 終わる おわる (1) end, finish, be over, (2) result (in)
Exp. 545 13 お先に おさきに (1) Go ahead, After you. (2) I'm sorry to leave before you.
N 546 14 送別会 そうべつかい farewell party
N 547 14 用事 ようじ things to do, business, errand
na -A 548 14 熱心 ねっしん eager, enthusiastic, hardworking, ardent
N、VN 549 14 掃除 そうじ cleaning
Ctr. 550 14 一度 いちど once, one time
N 551 14 財布 さいふ wallet, billfold, change purse
N 552 14 スポーツジム スポーツジム health club, gym
Adv. 553 14 なんだか なんだか somehow, for some reason (or other) , I don't know why, but…
N 554 14 息子（さん） むすこ（さん） son
N 555 14 服 ふく clothing, dress, costume, wear, suit, outfit.
N 556 14 恋人 こいびと boyfriend, girlfriend, lover
N 557 14 買い物 かいもの (1) shopping, (2) a purchase, a buy
N 558 14 靴 くつ shoes, boots
na -A 559 14 すてき すてき wonderful, great, lovely, nice, cool, attractive, charming
Grt. 560 14 行ってらっしゃい いってらっしゃい Have a good day! Have a good time!
N 561 14 質問 しつもん question, inquiry
N、VN 562 14 プレゼント プレゼント present, gift
i -A 563 14 かわいい かわいい (1) pretty, cute, lovely, sweet, (2) dear, (3) little, tiny
N 564 14 食器 しょっき tableware, the dishes
N 565 14 売り場 うりば sales counter, sales shop, sales department
Grt. 566 14 いらっしゃい（ませ） いらっしゃいませ Hello! Welcome!
N 567 14 歓迎 かんげい a welcome, a reception
N 568 14 ～会 かい …party
Interrog. 569 14 どうして どうして (1)how, in what way, (2) why? How come?
Int. 570 14 うん うん yup, yeah
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 571 15 娘 むすめ daughter, girl
N 572 15 お父さん おとうさん father
N 573 15 父親 ちちおや (1) father, fatherhood, (2) the father
1GVt 574 15 話す はなす speak, talk, say, tell
N 575 15 女性 じょせい woman, women, lady
Adv. 576 15 一人も 一人も (not) a single person
N 577 15 パーティー パーティー party, reception
N 578 15 セール セール sale, a bargain sale.
N、VN 579 15 相談 そうだん talk, consultation, advíce
N 580 15 コーナー コーナー (1) a corner; a turn, (2) a section

N 581 15 国 くに
(1) country, nation, state, (2) hometown, home country,
(3) province,  county

Ctr. 582 15 ～歳 さい year(s) old
N 583 15 留学生 りゅうがくせい international student, a student studying abroad
1GVi 584 15 住む すむ live, reside, dwell
N 585 15 妻 つま wife
N 586 15 都会 とかい city, town
N 587 15 いなか いなか country, countryside, rural area
1GVi 588 15 働く はたらく (1)work, labor, (2) work (in, at, for), (3) function, work
1GVi 589 15 引っ越す ひっこす move (to, into)
Ctr. 590 15 ～時間 じかん (1) hours, (2) time, (3) (the) time, (4) period,  class.
N 591 15 韓国 かんこく the Republic of Korea
N 592 15 ～人 じん person, people (of a country)
N 593 15 方 かた person, people(polite)
N、VN 594 15 交換 こうかん exchange, replacement, barter, conversion
N 595 15 ～語 ご language
1GVt 596 15 習う ならう learn
N 597 15 ドラマ ドラマ play, drama
N 598 15 夫 おっと husband
2GVt 599 15 やめる/辞める やめる leave, quit, retire, resign
N 600 15 毎晩 まいばん every evening, every night
N 601 15 週末 しゅうまつ weekend
N 602 15 酒屋 さかや liquor store
Exp. 603 15 これ以上 これいじょう any longer, any more
N 604 15 体 からだ (1) body, (2) build, (3) health;
N 605 15 主婦 しゅふ housewife
N 606 15 孫 まご grandchild, grandchildren
N 607 15 （お）世話 せわ care, caretaking activities, tendance

i -A 608 15 甘い あまい
(1) sweet､(2) optimístic, superfícial, easy, 
(3) generous, permissive, indulgent, lenient

N 609 15 （お）菓子 かし confectionery, cake, candy, pastry
N 610 15 歯磨き はみがき toothpaste, ooth powder, toothbrushing
i -A 611 15 嫌い きらい (1) dislike, (2) tendency, touch
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 612 15 歯 は tooth, teeth
N 613 15 歯医者 はいしゃ dentist
N 614 15 無職 むしょく jobless, unemployment, out of work

2GVi 615 16 できる できる
(1) is able to, can, (2) be good (at), be skillful (in), (3) be made 
(of),

1GVt 616 16 手伝う てつだう help, assist
N 617 16 お母さん おかあさん mother, mom
N 618 16 傘 かさ umbrella
N 619 16 雨 あめ rain
1GVi 620 16 降る ふる fall, rain, snow
N 621 16 （お）迎え むかえ meeingt, welcoming, greeting
N 622 16 母親 ははおや mother
N 623 16 郵便局 ゆうびんきょく post office
1GVt 624 16 返す かえす (1) return, (2) repay

1GVi 625 16 動く うごく
(1) move, (2) work, run, (3) be moved, be touched, (4) change, 
vary,

N 626 16 専門 せんもん ,specialty, one's field, a major

Ctr. 627 16 ～人 にん …people, …person
N 628 16 分 ぶん a part, a portion
1GVi 629 16 変わる かわる (1) change, (2) move, (3) be different
N 630 16 廊下 ろうか a corridor, a hall
N 631 16 ～中 ちゅう during…, under…, throughout…
2GVi 632 16 売れる うれる (1) sell, go off, (2) is in the public eye
N 633 16 理由 りゆう reason, ground,

2GVt 634 16 まとめる まとめる
(1) gather, collect, (2) arrange, organize, summarize, 
(3) settle, settle

N、VN 635 16 説明 せつめい explanation, account, description
Int. 636 16 なるほど なるほど I see! Aha, Oh, I get it!
Int. 637 16 えー えー er, uh,
N 638 16 プロジェクト プロジェクト project.
N 639 17 レストラン レストラン restaurant
Adv. 640 17 ときどき ときどき sometimes, occasionally, from time to time
N 641 17 スーパー スーパー supermarket
N 642 17 自動車 じどうしゃ car, automobile
Exp. 643 17 ください ください please…
N 644 17 サイズ サイズ size, measurement
i -A 645 17 よろしい よろしい all right, good
N 646 17 ボタン ボタン button
N 647 17 （お）湯 ゆ (1) hot water, (2) hot bath
1GVt 648 17 わかす わかす boil, heat
i -A 649 17 かっこいい かっこいい cool, good-looking,
N 650 17 今年 ことし this year
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 651 17 モデル モデル model
N 652 17 掲示板 けいじばん bulletin board
N 653 17 コーラス コーラス chorus
N 654 17 歌 うた song, singing, poem
1GVt 655 17 歌う うたう sing
N 656 17 ステージ ステージ stage

N 657 17 上 うえ
(1) the upper part, (2) above, upward, (3) the top, (4) older, 
senior

N、VN 658 17 オープン オープン open
N 659 17 ～中 じゅう (1) throughout…, within, (2) all, whole
Adv. 660 17 ぜひ ぜひ at all costs, by all means, really, without fail
2GVt 661 17 教える おしえる (1) teach, instruct, (2) tell, show, inform
N、VN 662 17 勉強 べんきょう (1) study, learn, work, (2) discount, cut
Ctr. 663 17 ～週間 しゅうかん for …week(s)
N、Prt. 664 17 ぐらい ぐらい (1) about, …or so, (2) so… that
Prt. 665 17 ずつ ずつ each
N 666 17 みかん みかん orange, tangerine
N 667 17 （ご）意見 いけん opinion, view
1GVt 668 17 飲む のむ (1)drink, take, have, (2) smoke
N 669 17 講演 こうえん lecture, talk
N 670 17 （お）知らせ （お）しらせ news, word
2GVt 671 17 捨てる すてる (1)throw away, discard, (2) give… up, abandon
N 672 17 ～方 かた way, manner
i -A 673 17 正しい ただしい right, correct, proper
N、VN 674 17 リサイクル リサイクル recycle
1GVt 675 17 行う おこなう do, act, perform, carrr out
N 676 17 ホール ホール hall
N 677 17 日時 にちじ the time and date
N 678 17 ダンス ダンス dance, dancing
N 679 17 クラブ クラブ (1) club, (2) a (golf) club, (3) clubs
N 680 17 小学生 しょうがくせい schoolchild, schoolchildren
N 681 17 小学校 しょうがっこう elementary school, grade school
N 682 17 体育館 たいいくかん gymnasium
N 683 17 午後 ごご afternoon p.m.
N 684 18 髪の毛 かみのけ hair
N 685 18 この辺／このへん このへん near, around here, around
Adv. 686 18 ずいぶん ずいぶん very, much, extremely
2GVi 687 18 増える ふえる (1) increase,; gain, (2) breed
N 688 18 セーター セーター sweater
i -A 689 18 ほしい ほしい want, would like,hope
i -A 690 18 安い やすい chea, inexpensive
N 691 18 体調 たいちょう physical condition, shape
N 692 18 せき せき cough
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 693 18 雪 ゆき snow
Adv. 694 18 急に きゅうに (1) immediately, (2) suddenly, unexpectedly, abruptly, (3) 
1GVi 695 18 決まる きまる (1) be decided, be fixed, be arranged,  (2) be sure (to)
N 696 18 小 しょう small
N 697 18 大 だい big
N 698 18 本棚 ほんだな bookshelf
N 699 18 カーペット カーペット carpet
N 700 18 （お）茶 ちゃ (1) tea, (2) brown
Adv. 701 18 何回も なんかいも any number of times, time and time again
1GVt 702 18 洗う あらう wash
Suf. 703 18 ～ちゃん ～ちゃん suffix for familiar person
na -A、N 704 18 （お）元気 げんき healthy, lively, energetic
1GVt 705 18 壊す こわす (1) break, damage, (2) ruin, injure
N 706 18 病気 びょうき illness, disease, ailment
N、VN 707 18 入院 にゅういん go to the hospital.
N 708 18 初恋 はつこい first love

N 709 18 相手 あいて
(1) company, companion, person, (2) opponent, competitor, 
(3) partner. (4) the other person

Suf. 710 18 ～くん くん Mr.…（to male, usually firiend or someone of lower status）
2GVt 711 18 覚える おぼえる (1) memorize, remember, (2) learn, (3) feel
N、VN 712 18 びっくり びっくり surprise
N 713 18 卒業式 そつぎょうしき graduation ceremony, commencement
2GVt 714 18 植える うえる plant
N 715 18 背 せ height, stature
N 716 18 メートル メートル meter
N 717 18 冬 ふゆ winter
N 718 18 （お）花 はな (1) flower, (2) flower arrangement
N 719 18 季節 きせつ season
i -A 720 19 短い みじかい short, close
N 721 19 美容師 びようし beautician

1GVt 722 19 切る きる
(1) cut off, hang up, tur off, (2) shuffle, drain, (3) start (to0), 
(4) break

2GVt 723 19 つける つける
(1) light, turn on, (2) put, attach, install, (3) apply, spread, 
(4) add, (5) acquire, gain, (6) follow, shadow, (7) keep, write

N 724 19 机 つくえ
(1) light, turn on, (2) put, attach, install, (3) apply, spread, 
(4) add, (5) acquire, gain, (6) follow, shadow, (7) keep, write

1GVi 725 19 なくなる なくなる (1) be gone, disappear, be missing, (2) run out, run short
N 726 19 牛丼 ぎゅうどん beef bowl
N 727 19 とんかつ とんかつ deep-fried pork cutlet
N 728 19 図書館 としょかん ibrary
N 729 19 生徒 せいと pupil, schoolchild
N 730 19 リポーター リポーター reporter
N 731 19 社長 しゃちょう president
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
1GVi 732 19 乗る のる (1) get on, ride, (2) step on, (3) take part in, (4) be deceived
i -A 733 19 狭い せまい narrow
N、VN 734 19 運転 うんてん driving, operation,
N 735 19 ピンク ピンク pink
N、i-A 736 19 黄色 きいろ yellow
N 737 19 （お）値段 ねだん price, cost
N、VN 738 19 チェック チェック check
N 739 19 字 じ character, letter, handwriting
i -A 740 19 薄い うすい (1) thin, (2) light, (3) weak
N 741 19 グラフ グラフ graph, chart
1GVi 742 19 重なる かさなる (1) be piled up, (2) fall on, overlap
Adv. 743 19 もっと もっと more, further
N 744 20 すし すし sushi
N 745 20 うどん うどん thick wheat noodles
N 746 20 うなぎ うなぎ eel
N 747 20 庭 にわ yard, garden
1GVi 748 20 育つ そだつ grow, grow up, be raised
Grt. 749 20 いただきます いただきます Let's eat.
N 750 20 ショップ ショップ shop, store
N 751 20 ファミリーレストラン ファミリーレストラン family restaurant
i -A 752 20 冷たい つめたい (1) cold, chilly, (2) cold-hearted, cool
i -A 753 20 温かい あたたかい (1) warm, mild, (2) kind, hearty, warm-hearted
N 754 20 レジ レジ (1)cash register, (2) cashier
N 755 20 外国 がいこく foreign country
N 756 20 代わり かわり substitute, replacement
N 757 20 品物 しなもの article, goods
1GVt 758 20 払う はらう (1) pay, (2) brust off, (3) dispose of
N 759 20 新幹線 しんかんせん the Shinkansen, bullet train

2GVt 760 20 入れる いれる
(1) pour, (2) insert, (3) accommodate, (4) accept, hire, (5) 
include,

N 761 20 持ち運び もちはこび carrying

N 762 20 こと こと
(1) thing, matter, (2) act (of…ing), (3) occurrence, event, (4) 
event,

N 763 20 ニュース ニュース news
N 764 20 情報 じょうほう information

N 765 20 様子 ようす
(1) look, appearance, (2) state, situation, (3) manner,
(4) ign, indication

1GVt 766 20 知る しる (1) know, (2) find out, discover, (3) experience
1GVt 767 21 吸う すう breathe, inhale
2GVt 768 21 始める はじめる begin. Start, open, set about…
N 769 21 いす いす chair
1GVi 770 21 座る すわる sit down, be seated
na -A 771 21 貴重 きちょう precious, valuable, invaluable
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 772 21 会員 かいいん member, membership
N 773 21 カード カード card
Adv.、N 774 21 突然 とつぜん all of a sudden, all at once, unexpectedly, abruptly
N 775 21 （お）水 みず water
N、VN 776 21 運動 うんどう (1) exercise, sport, (2) campaign, movement
N 777 21 係員 かかりいん charge, person in charge
N 778 21 工事 こうじ construction
N 779 21 ホーム ホーム track, platform
N 780 21 列 れつ line, row

Adv. 781 21 ちゃんと ちゃんと
(1) formally, properly, (2) neatly, (3) safely, exactly, 
(4) perfectly, right

2GVi 782 22 出かける でかける go out, leave
N 783 22 片づけ かたづけ (1) cleaning up, purtting away, (2) settling, (3) finishing
N 784 22 （お）風呂 ふろ bath,
1GVt 785 22 やる やる (1) send, (2) give, (3) do
N、na -A 786 22 暇 ひま (1) free, not busy, (2) slow, slack
N 787 22 ボール ボール ball
N 788 22 規則 きそく rule, regulation
N 789 22 家賃 やちん (house) rent
N 790 22 毎月 まいつき every month
Interrog. 791 22 いつ いつ when, what time
N 792 22 大家（さん） おおや（さん） landlord
N 793 22 プラスチック プラスチック plastic
N 794 22 別々 べつべつ separate
Adv. 795 22 よろしく よろしく Please treat me well. Be good to me.
N 796 22 夕飯 ゆうはん dinner, supper
N 797 22 来週 らいしゅう next week
N 798 22 研究 けんきゅう study, research
N、VN 799 22 発表 はっぴょう announce, publish, express, read
N 800 22 テーマ テーマ subject, theme,
N 801 22 帰り かえり return
i -A 802 22 遅い おそい late
Attri. 803 22 こんな こんな this kind of
N、VN 804 22 出張 しゅっちょう business trip
N 805 22 朝 あさ morning
N 806 22 空港 くうこう airport;
N 807 22 目覚まし時計 めざましどけい alarm clock
Ｎ、VN 808 22 セット セット set in, set up
N 809 22 支店 してん branch (office)
N 810 22 スーツケース スーツケース suitcase
1GVi 811 23 戻る もどる (1) return, (2) turn back, (3) recover, regain
N 812 23 天気 てんき weather
N 813 23 熱 ねつ (1) heat, (2) temperature, fever, (3) enthusiasm, passion
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
i -A 814 23 暖かい あたたかい (1) warm, mild, (2) hearty, warm-hearted
N 815 23 スキー スキー skiing
N 816 23 道具 どうぐ tool, instrument
N 817 23 妹 いもうと little sister
i -A 818 23 もったいない もったいない (1) be wasteful, (2) be too good (for)
N 819 23 食器洗い機 しょっきあらいき dishwasher
1GVt 820 23 押す おす (1) push, press, (2) stamp
na -A、N 821 23 特別 とくべつ special, exceptional,
N 822 23 洗剤 せんざい detergent
N 823 23 普通 ふつう common, ordinary, average
N 824 23 機械 きかい machine
N 825 23 （お）皿 さら dish, platter, plate
N 826 23 宿題 しゅくだい homework, assignment
N、VN 827 23 ダイエット ダイエット diet
N 828 23 クッキー クッキー cookie
1GVt 829 23 言う いう say, tell, speak, talk
N、Adv. 830 23 そのまま そのまま without change, as it is, intact
2GVt 831 確認1～23 見せる みせる (1) show, (2) appear, show up, (3) pretend
N 832 確認1～23 毎年 まいとし every year

1GVi 833 確認1～23 迷う まよう
(1) get lost, lose one's way, (2) be at a loss, be puzzled, 
(3) hesitate, be undecided

N 834 確認1～23 兄 あに older brother, big brother
N 835 確認1～23 後ろ うしろ (1) the back, the rear, (2) behi, at the back oｆ
N 836 確認1～23 気分 きぶん mood､atmosphere､
N 837 確認1～23 このあと このあと after this
N 838 確認1～23 （お）昼ごはん ひるごはん lunch
N 839 確認1～23 お兄さん おにいさん older brother
N 840 確認1～23 髪型 かみがた hairstyle
1GVi 841 確認1～23 似合う にあう suit, go well with, match
N 842 確認1～23 髪 かみ hair
N 843 確認1～23 美術 びじゅつ art
N 844 確認1～23 鏡 かがみ mirror
1GVi 845 確認1～23 間に合う まにあう (1）be in tim､（2) do well with,  (3) do withput
N 846 確認1～23 文学 ぶんがく literature
Conj. 847 確認1～23 または または or, either … or
N、VN 848 確認1～23 遅刻 ちこく be(ing) late
N 849 確認1～23 授業 じゅぎょう lesson, class
Ctr. 850 確認1～23 ～か月 かげつ … months
N 851 確認1～23 作品 さくひん work(s), piece(s)
N 852 確認1～23 ホワイトボード ホワイトボード whiteboard
N 853 確認1～23 毎回 まいかい every time
1GVt 854 確認1～23 話し合う はなしあう talk over (with),
Adv. 855 確認1～23 絶対（に） ぜったい absolutely, certainly, surely,
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N、na -A 856 確認1～23 邪魔 じゃま (1) obstacle, interruption, disturbance, (2) hindrance, nuisance
N 857 確認1～23 最初 さいしょ the first, the beginning
N 858 確認1～23 小説 しょうせつ novel, story, fiction
2GVt 859 確認1～23 考える かんがえる (1) think,  (2) consider, (3) reflect, (4) imagine, (5) regard, view
N 860 確認1～23 作家 さっか writer, author, novelist
N 861 確認1～23 内容 ないよう cóntents, substance
Adv. 862 確認1～23 何回か なんかいか on several occasions
N 863 確認1～23 今回 こんかい this go-round, this time
Int. 864 確認1～23 ねえ ねえ hey, hi, say
N、Adv. 865 確認1～23 だいたい だいたい almost, generally, on the whole, mostly, roughly
N 866 確認1～23 読書 どくしょ reading
na -A 867 確認1～23 苦手 にがて weak, poor
N 868 確認1～23 自分 じぶん oneself
N 869 確認1～23 寮 りょう dormitory
N 870 確認1～23 入り口 いりぐち entrance
1GVi 871 確認1～23 閉まる しまる close
N 872 確認1～23 昼間 ひるま daytime
N 873 確認1～23 先輩 せんぱい one's senior
N 874 確認1～23 早起き はやおき early riser
N 875 確認1～23 先月 せんげつ last month
N 876 確認1～23 将来 しょうらい future
Adv. 877 確認1～23 だんだん だんだん gradually, little by little, more and more
N 878 確認1～23 （お）昼 ひる (1) daytime, (2) lunch
N 879 確認1～23 ランチ ランチ lunch
N 880 確認1～23 （ご）家庭 かてい home, a family
N 881 確認1～23 新聞 しんぶん newspaper
N 882 確認1～23 配達 はいたつ delivery
N 883 確認1～23 少年 しょうねん boy
N 884 確認1～23 ダーツ ダーツ darts
N 885 確認1～23 バー バー bar, pub
N 886 確認1～23 結果 けっか result, outcome, consequence
na -A 887 確認1～23 下手 へた poor, unskilled, unskillful
N 888 確認1～23 コメント コメント comment
Suf. 889 確認1～23 ～的 てき …tic, …tical
i -A 890 確認1～23 涼しい すずしい (1)cool,  (2) bright, clear
na-A、N、VN 891 確認1～23 無理 むり working too much, overworking
N 892 確認1～23 ところ ところ (1) place, room,(2) occasion, moment, (3) point
N 893 確認1～23 彼女 かのじょ (1) she, (2) girlfriend
N 894 確認1～23 来月 らいげつ next month, the coming month
N 895 確認1～23 デート デート a date
N 896 確認1～23 日曜日 にちようび Sunday
N 897 確認1～23 今週末 こんしゅうまつ this weekend
1GVi 898 確認1～23 混む こむ be crowded, be jammed, be congested
N 899 24 注射 ちゅうしゃ an injection, a shot
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 900 24 腕 うで (1) arm, (2) ability, skill
N、VN 901 24 がまん／我慢 がまん patience, endurance
N 902 24 ピアノ ピアノ piano
N、VN 903 24 演奏 えんそう performance
N 904 24 ミス ミス (1) Miss, (2) mistake, (3) fault
N 905 24 外 そと the outsíde
N 906 24 コート コート (1) coat, overcoat, (2) (tennis, basketball) court
1GVt 907 24 持つ もつ have, hold, get, possess,own
N 908 24 上司 じょうし one's boss, one's senior
N 909 24 顔色 かおいろ complexion, expression, face
N 910 24 飲み物 のみもの something to drink, a drink
N 911 24 スポーツドリンク スポーツドリンク sports drink
Grt. 912 24 お大事に おだいじに take care!
Adv. 913 24 そんなに そんなに (1) like that, (2) so much
N 914 24 アドバイス アドバイス a piece of advice
N 915 24 文章 ぶんしょう writing, sentence, composition, passage
Ctr. 916 24 ～年生 ねんせい …grader
N 917 24 代表 だいひょう representation, representative, delegate
N 918 24 スピーチ スピーチ speech, talk, address
Grt. 919 24 こんにちは こんにちは good afternoon, hello, How do you do?
N、VN 920 24 （ご）卒業 そつぎょう graduation
Grt. 921 24 おめでとう（ございます） おめでとうございますCongratulations
N 922 24 ジーンズ ジーンズ jeans
N 923 24 スーツ スーツ business suit
N 924 24 ネクタイ ネクタイ necktie
N 925 24 卒業生 そつぎょうせい alumnus, alumni, graduate of a school
N 926 24 （お）祝い いわい celebration
N 927 24 言葉 ことば (1) language, (2) speech, (3) word,
1GVt 928 24 履く はく put… on, wear, have… on
1GVt 929 25 弾く ひく play, perform
N 930 25 予報 よほう forecast
N 931 25 マナー マナー manners
Attri. 932 25 そういう そういう of the sort
N 933 25 ベル ベル bell
1GVt 934 25 鳴らす ならす ring, sound, blow
1GVi 935 25 気になる きになる feel uneasy, worry
N 936 25 歩きたばこ あるきたばこ smoking while walking
N 937 25 周り まわり surroundings, neighborhood
N 938 25 気持ち きもち feeling;
VN 939 25 生活 せいかつ life, living
N 940 25 掃除機 そうじき vacuum cleaner
i -A 941 25 強い つよい strong, powerful, tough
N 942 25 空気 くうき (1)air, (2) atmosphere.
N 943 25 クリーニング クリーニング cleaning, laundering
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 944 25 機能 きのう function
Attri. 945 25 どういう どういう what kind of
N、na -A 946 25 おしゃれ おしゃれ trendy, fashionable, tasteful, attractive
N 947 25 カタログ カタログ catalog, brochure

N 948 26 手 て
(1) hand, arm, palm, (2) handle, (3) a hand, help, (4) trouble, 
care, 

N 949 26 タイ タイ Thailand
N 950 26 文化 ぶんか culture
N 951 26 （お）弁当 べんとう boxed lunch
N 952 26 カナダ カナダ Canada
N 953 26 カレー（ライス） カレー（ライス） curry and rice
N 954 26 （お）米 こめ (polished) rice
N 955 26 炊飯器 すいはんき rice cooker
N 956 26 材料 ざいりょう material, ingredient
N、VN 957 26 用意 ようい preparation, arrangements
N 958 26 野菜 やさい vegetables

Adv. 959 26 しっかり（と） しっかり
(1) strongly, (2) tightly, firmly, (3) properly, (4) shrewdly, wisely, 
(5) hard

N 960 26 （お）肉 にく cut, meat, flesh
N 961 26 （お）鍋 なべ pan, pot, saucepan, wok
2GVt 962 26 炒める いためる fry up, brown
2GVt 963 26 煮る にる boil, Simmer, cook
N 964 26 ルー ルー roux
N 965 26 バター バター butter
N 966 26 火 ひ fire, flame, light
2GVt 967 26 止める とめる (1) stop, (2) turn… off, (3) fasten
N 968 26 できあがり できあがり Done! Finished!
N 969 26 スタート スタート start
N 970 26 におい／匂い におい (1) smell, fragrance, perfume
Adv. 971 26 ちょうど ちょうど just, right, exactly,
2GVi 972 26 炊ける たける be cooked
Ｎ 973 27 顔 かお (1) face, (2) look
1GVt 974 27 磨く みがく (1) polish, shine, scrub, (2) improve, refine
N 975 27 運転手 うんてんしゅ a driver
N 976 27 忘れ物 わすれもの things left behind, lost property
Adv. 977 27 先に さきに on ahead, first, before…
1GVt 978 27 送る おくる (1) send, mail, (2) see… off, drive, (3) spend, pass, live
N 979 27 飲み会 のみかい drinking party
N 980 27 都合 つごう (1) convenience, (2) circumstances, reason, (3) arrangements
N、VN 981 27 就職 しゅうしょく finding employment, getting employed
N 982 27 面接 めんせつ interview
N、VN 983 27 （ご）案内 あんない (1)guidance, (2) information, notice, (3) invitation
N 984 27 昼食 ちゅうしょく lunch, midday meal
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 985 27 打ち合わせ うちあわせ arrangement, meeting
1GVi 986 27 いらっしゃる いらっしゃる (1) go, (2) come, (3) be
N 987 27 （ご）Grt. Grt. greeting
N、VN 988 27 紹介 しょうかい introduction
1GVi/1GVt 989 27 伺う／うかがう うかがう (1) visit, (2) ask, (3) be told, hear
N 990 27 明後日 あさって the day after tomorrow
N 991 27 スケジュール スケジュール schedule
Exp. 992 27 申し訳ない もうしわけない I'm sorry, I apologize,
N 993 28 クリスマス クリスマス Christmas
N 994 28 手伝い てつだい (1) help, (2) helper, (3) assistant
N 995 28 夏休み なつやすみ summer vacation
N 996 28 フロア フロア floor
N 997 28 スポーツクラブ スポーツクラブ sporting club
N 998 28 キッズルーム キッズルーム room for kids
Adv. 999 28 けっこう けっこう (1)good, wonderful, fine, (2) will do
N 1000 28 親 おや parent
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