
品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
Adv.、VN 1001 28 ゆっくり（する） ゆっくり have some time off, relax
N 1002 28 保育士 ほいくし childminder, children's nurse
N 1003 28 あっち あっち that place over there
1GVi 1004 28 気に入る きにいる like, be pleased, be delighted
2GVt 1005 28 借りる かりる (1) borrow, use, (2) rent
N 1006 28 無料 むりょう charge-free, free of charge
N 1007 28 節約 せつやく economy, hrift, frugality

1GVi 1008 28 通う かよう
(1) go to and from, (2) commute, go to school, go to office,
(3) visit… frequently, (4) understand, communicate, (5)  run, 
circulate

N 1009 28 水着 みずぎ bathing suit, swimsuit
3GV 1010 28 持ってくる もってくる bring, get, fetch
N 1011 29 制服 せいふく pupil's wear, uniform
1GVi 1012 29 思う おもう think, consider, believe, suppose,
N、VN 1013 29 誕生 たんじょう birth
N 1014 29 忘年会 ぼうねんかい end-of-the-year party
N 1015 29 幹事 かんじ party organizer
N 1016 29 感想 かんそう impression, feedback
N 1017 29 秋刀魚 さんま saury pike, Pacific saury
2GVt 1018 29 伝える つたえる (1) tell, inform, (2) hand… down, (3) send, conduct, transmit
N 1019 29 社内 しゃない in one's company
N、VN 1020 29 けが けが injury, hurt, wound
N 1021 29 山 やま mountain
N 1022 29 漢字 かんじ kanji,  a Chinese character
N 1023 29 侍 さむらい samurai, bladesman
N 1024 29 ヒロイン ヒロイン heroine
Attri. 1025 29 あんな あんな that kind of
Interrog. 1026 30 誰 だれ who
Adv. 1027 30 なかなか なかなか quite, fairly, considerably
1GVt 1028 30 売る うる sell
N 1029 30 刺身 さしみ sashimi, sliced raw fish
na -A、N 1030 30 親切 しんせつ kind, kindly, hospitable
Aux. 1031 30 （～で）ございます ございます (1) be, (2) exist
N 1032 30 商事 しょうじ commercial company, merchandising company
1GVt 1033 30 申す もうす speak, tell, talk
Adv.、N 1034 30 少々 しょうしょう a little, a few.
N、VN 1035 30 連絡 れんらく connection, contact
N 1036 30 外出 がいしゅつ outgo, outing
N 1037 30 キャスター キャスター newscaster, anchor
N 1038 30 住宅 じゅうたく house, housing
i -A 1039 30 詳しい くわしい (1) detailed, (2) be familiar, know… very well
N 1040 30 火事 かじ fire
N 1041 30 原因 げんいん cause, origin
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1042 30 消防 しょうぼう fire fighting, extinguishing fire
N 1043 30 全員 ぜんいん all the members
2GVi 1044 30 逃げる にげる (1) run away, escape,  (2) evade, avoid
N 1045 31 意味 いみ (1) meaning, implication, (2) purpose, significance
Exp. 1046 31 しかたがない しかたがない (1) can't help, be inevitable, (2) it is natural, (3) it is no use…
N 1047 31 ドア ドア door
Adv. 1048 31 誰も だれも no one, anyone
N 1049 31 使用 しよう use
N 1050 31 割引 わりびき discount
N 1051 31 交差点 こうさてん crossing, intersection
N、VN 1052 31 右折 うせつ right turn
Exp. 1053 31 手を貸す てをかす lend a hand
Adv. 1054 31 ぴんぴん ぴんぴん be very much alive, be good as new, be in the pink
N 1055 31 ペット ペット pet, animal companion, pet animal
N 1056 31 可 か will do, be fine, be possible
N 1057 31 動物 どうぶつ animal
Adv.、N 1058 32 偶然 ぐうぜん by chance, by accident
N 1059 32 日本酒 にほんしゅ sake, rice wine
Ｎ 1060 32 方 ほう (1) direction, way (2) field, (3) alternative, (4) side
i -A 1061 32 寂しい さびしい feel lonely, feel lonesome
N 1062 32 友人 ゆうじん friend, associate, pal
N 1063 32 見送り みおくり send-off

Adv. 1064 32 やはり やはり
(1) as one (had) expected, (2) after all, (3) as well, (4) still, all 
the same

N 1065 32 別れ わかれ parting, separation
N 1066 32 ロビー ロビー lobby
Adv. 1067 32 どうも どうも for some reason, somehow
N 1068 32 受付 うけつけ front desk
N 1069 32 中身 なかみ content
N 1070 32 夕方 ゆうがた evening
N 1071 32 月 つき (1) moon, (2) month
N 1072 32 実家 じっか one's parents' home, family home
N 1073 32 同級生 どうきゅうせい classmate, peer
2GVt 1074 32 建てる たてる build, construct
N 1075 32 新築 しんちく newly-built house
N 1076 32 時計 とけい clock, watch
2GVi 1077 32 過ぎる すぎる (1) pass, (2) pass by, (3) be over, (4) be past, be over
N 1078 32 バス停 バスてい bus stop
N 1079 33 祖母 そぼ grandmother
N 1080 33 九州 きゅうしゅう Kyushu, Kyushu Island
N 1081 33 めがね めがね glasses
Adv. 1082 33 特に とくに especially, particularly
N 1083 33 （お）手洗い てあらい bathroom, washroom, rest room
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N 1084 33 サービスエリア サービスエリア rest area, ervice area
1GVi 1085 33 寄る よる (1) drop in, stop off, (2) approach, come close, (3) gather
i -A 1086 33 苦い にがい bitter, hard, sour
N 1087 33 目 め eye
2GVi 1088 33 覚める さめる (1) wak, (2) come to one's senses, (3) get sober, (4) cool down
N 1089 33 お腹 おなか stomach
1GVi 1090 33 太る ふとる gain weight, get fat
Exp. 1091 33 気にする きにする care, mind, worry
N 1092 33 以外 いがい (1) except, but, (2) besides, in addition to,
Exp. 1093 33 例えば たとえば for example, for instance
N 1094 33 疲れ つかれ fatigue, weariness, exhaustion
1GVi 1095 33 暮らす くらす live, make a living
N 1096 33 ハワイ ハワイ Hawaii
N 1097 33 クーラー クーラー an air-conditioner
N 1098 33 イルカ イルカ dolphin
N、VN 1099 33 参加 さんか participation
N 1100 33 海 うみ sea, ocean
N 1101 33 カメラ カメラ camera, a movie camera
N 1102 33 ケース ケース case
i -A 1103 33 濃い こい (1) thick, (2) deep, dark, (3) strong, (4) close

1GVi 1104 33 合う あう
(1) fit, (2) go well, (3) suit, (4) agree, correspond,
(5) be correct, be right

Attri. 1105 33 そんな そんな such, that kind of
1GVt 1106 34 貸す かす (1) lend, loan, (2) rent
N 1107 34 畑 はたけ field, garden
Adv. 1108 34 こんなに こんなに as this, this…
na -A 1109 34 新鮮 しんせん fresh, new
N 1110 34 手作り てづくり handmade, homemade
N 1111 34 茶碗 ちゃわん teacup, bowl
Adv. 1112 34 あとで あとで later on, afterward
Ctr. 1113 34 ～匹 ひき head small animal counter
1GVt 1114 34 預かる あずかる (1) keep, look after, (2) take charge of

1GVt 1115 34 取る とる
(1) take, (2) get, obtain, (3) buy, (4) pick, gather, catch, (5) 
charge, 

Suf. 1116 34 ～とも とも both, including
N 1117 34 シェフ シェフ chef, head cook
N 1118 34 ピザ ピザ pizza
N 1119 34 コンクール コンクール contest, competition
N 1120 34 デザート デザート dessert, afters
N 1121 34 女の人 おんなのひと lady
1GVi 1122 34 並ぶ ならぶ (1) line up, stand in line, (2) match, rival, equal
1GVt 1123 35 かく かく (1) draw, paint, sketch, (2) describe, (3) imagine
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2GVt 1124 35 あげる あげる
(1) raise, (2) give, offer, (3) improve, (4) show, provide, (5) 
deep-fry,  (6) let … in, (7) finish

N 1125 35 部下 ぶか one's subordinate, one's assistant
N 1126 35 営業 えいぎょう business, sales
N 1127 35 部 ぶ (1) club, (2) division, department, (3) part, portion, (4) copy
i -A 1128 35 うまい うまい (1) skillful, (2) delicious, tasty, (3) profitable, good
N 1129 35 ワイン ワイン wine
N 1130 35 肩 かた shoulder(s)
N 1131 35 腰 こし waist and hip, the lower back
N 1132 35 マッサージ マッサージ massage
N 1133 35 （お）見舞い みまい visit, going to the hospital to see
N 1134 35 足 あし leg, foot
1GVi 1135 35 喜ぶ よろこぶ be glad, be pleased, be delighted
N 1136 35 ノート ノート (1) notebook, (2) note
1GVt 1137 35 おっしゃる おっしゃる say
Ｎ 1138 35 店 てんちょう store manager
N 1139 35 キッチン キッチン kitchen
N 1140 35 倉庫 そうこ warehouse

1GVt 1141 35 頼む たのむ
(1) ask, request, (2) look after,  put someone  in charge of, 
(3) order, reserve

N 1142 36 教科書 きょうかしょ textbook, schoolbook
1GVi 1143 36 助かる たすかる (1) be saved, be rescued,  (2) be helpful
Ctr. 1144 36 ～本 ほん／ぽん／ぼん number of long thing objects
N 1145 36 傷 きず (1) injury, wound, (2) damage, scratch, (3) defect, flaw
1GVi 1146 36 怒る おこる get angry
N 1147 36 作文 さくぶん composition, essay writing, essay
N 1148 37 モーターショー モーターショー autmobile show
1GVt 1149 37 連れていく つれていく take､bring
N 1150 37 サイクリング サイクリング cycling, biking
N 1151 37 先日 せんじつ the other day, recently
N 1152 37 彼 かれ (1) he, (2) boyfriend
1GVt 1153 37 飾る かざる (1) decorate, ornament, adorn,  (2) display, exhibit
Int. 1154 37 よし よし OK, yes, alright
N 1155 37 日記 にっき daybook, diary
N、na -A 1156 37 幸せ しあわせ happiness, pleasure
N、VN 1157 37 感謝 かんしゃ thanks, gratitude
N 1158 38 夜景 やけい night view
na -A 1159 38 ロマンチック ロマンチック romantic
N 1160 38 能 のう Noh play, classical Japanese masked dance-drama
N 1161 38 劇場 げきじょう theater
N 1162 38 馬 うま horse
N 1163 38 牧場 ぼくじょう stock farm, ranch
N 1164 38 えさ えさ feed, bait
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N 1165 38 生け花 いけばな flower arranging, flower arrangement
2GVt 1166 38 ほめる ほめる praise, speak highly
N 1167 38 （お）祭り まつり festival
Adv. 1168 38 一度も いちども never, not an even single time
N 1169 38 本物 ほんもの genuine article, real one
Conj. 1170 38 ところで ところで by the way
N 1171 38 お坊さん おぼうさん Buddhist priest
N、VN 1172 38 体験 たいけん living experience
N 1173 38 経験 けいけん experience
N 1174 39 宝くじ たからくじ lottery
Adv.、N 1175 39 ほとんど ほとんど (1) almost, nearly, mostly, (2) hardly, scarcely

2GVi 1176 39 外れる／はずれる はずれる
(1) miss,  prove wrong, (2) come off, be dislocated,
(3) be out of tune, go out of

Adv. 1177 39 たまに たまに occasionally, only occasionally
Adv.、N 1178 39 遅く おそく late､slow
1GVi 1179 39 治る なおる recover, get over, get well
Adv. 1180 39 だいぶ だいぶ fairly, rather, quite
1GVi 1181 39 走る はしる run
N、Adv. 1182 39 普段 ふだん usually, generally
N 1183 39 交通 こうつう traffic, transportation
2GVi 1184 39 慣れる なれる get used, adjust
N 1185 39 反対 はんたい (1) opposition, objection, (2) opposite, reverse

1GVi 1186 39 進む すすむ
(1) advance, move forward, (2) make progress, (3) (a watch) 
gain,

2GVi 1187 39 別れる わかれる leave, part, divorce, break up
Ctr. 1188 39 ～日 にち …days
N 1189 40 歌手 かしゅ singer
N 1190 40 サングラス サングラス sunglasses
Grt. 1191 40 ごちそうさま（でした） ごちそうさま（でした）I have enjoyed the meal very much.
N 1192 40 ピーマン ピーマン green pepper
N 1193 40 待ち合わせ まちあわせ wait time, appointment
N 1194 40 来年 らいねん next year, the coming year.
N 1195 40 占い師 うらないし fortune-teller, diviner, palmist
1GVt 1196 40 占う うらなう tell fortune
Ctr. 1197 40 ～枚 まい the number of flat things
N 1198 40 西 にし west
N 1199 40 給料 きゅうりょう pay､salary
N 1200 40 恋愛 れんあい love, romance, tender passion
Int. 1201 40 やったあ やったあ hooray, whee, I did it!  I made it!
N 1202 40 出会い であい a meeting, an encounter,
1GVi 1203 40 うまくいく うまくいく come along OK, do well, get on, go well

1GVi 1204 40 つながる つながる
(1) connect with,  be tied thgether, (2) get through to, reach,
(3) be related to
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Adv. 1205 40 もしかしたら もしかしたら by some chance, for all one knows, conceivably
N 1206 40 国内 こくない domestic, home
N 1207 40 出欠 しゅっけつ attendance
i -A 1208 41 うれしい うれしい be happy about, be glad to, be pleased to
na -A 1209 41 一生懸命 いっしょうけんめい very hard, with all one's might, desperately, all over creation
2GVt 1210 41 助ける たすける (1) help, assist, support, (2) save, rescue
N 1211 41 道路 どうろ road, street

N 1212 41 先 さき
(1) ahead, away, beyond, (2) a point, an end, (3) the future, 
(4) destination, (5) first

1GVi 1213 41 通る とおる (1) go through, (2) run, open, (3) pass, (4) be known, be 
N、VN 1214 41 ジョギング ジョギング go jogging
N、na -A 1215 41 健康 けんこう good health
N 1216 41 時期 じき time, season, period
N 1217 41 地震 じしん earthquake
Pron. 1218 41 そちら そちら (1) there, hat way, your place, (2) you, this
N 1219 41 先ほど さきほど earlier, earlier on, a short while ago,
1GVi 1220 41 起こる おこる (1 )happen, occur, break out, (2) arise, result, be caused, 
N 1221 41 ガス ガス gas
N 1222 41 ガラス ガラス glass
N 1223 41 線路 せんろ railway
N 1224 41 一部 いちぶ part
N、VN 1225 41 利用 りよう use, make use, utilize
2GVi 1226 41 落ちる おちる (1) fall, drop, go down, (2) decline, (3) come off, be removed, 
2GVi 1227 41 割れる われる (1) break, smash, crack (2) divide, split, (3) beidentified
na -A 1228 41 十分 じゅうぶん enough, sufficient, ample, adequate
N 1229 41 売り上げ うりあげ sales, takings, turnover
N、VN 1230 41 報告 ほうこく report
N 1231 41 コマーシャル コマーシャル a commercial message
N 1232 41 年末 ねんまつ the end of the year
2GVi 1233 41 足りる たりる be enough, be sufficient, do, serve
N 1234 41 影響 えいきょう influence, effect, impact
N、VN 1235 41 注文 ちゅうもん (1) order, (2) request, favor, demand
N 1236 41 女優 じょゆう actress
N 1237 42 冬休み ふゆやすみ the winter vacation
N 1238 42 北海道 ほっかいどう Hokkaido
N 1239 42 経済 けいざい economy
N、VN 1240 42 留学 りゅうがく studying abroad
1GVt 1241 42 飼う かう have, keep, raise
N 1242 42 半分 はんぶん half
N 1243 42 夢 ゆめ (1) dream, (2) ambition, vision, fancy
N 1244 42 スペイン スペイン Spain
N 1245 42 タンゴ タンゴ the tango
N 1246 42 ダンサー ダンサー dancer
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N 1247 42 両親 りょうしん parents, one's mother and father
N 1248 42 ヘア ヘア hair
N 1249 42 スタイル スタイル style, cut
N 1250 42 誘い さそい  (1) invitation, (2) temptation,
N 1251 42 ～後 ご … later
N 1252 42 結婚式 けっこんしき wedding ceremony
N 1253 42 ウェディングドレス ウェディングドレス a wedding dress
Adv. 1254 42 つい つい (1) only, just, carelessly, (2) carelessly, unintentionally
N 1255 42 （お）魚 さかな fish
N 1256 42 昔 むかし a long time ago, once, in the past
N 1257 42 商店街 しょうてんがい shopping mall, commercial avenue
N、VN 1258 42 協力 きょうりょく cooperation, support
N 1259 42 街 まち street, district, quarter, town
Exp. 1260 42 もう一度 もういちど once again, one more time
N 1261 42 夏祭り なつまつり summer festival
N 1262 43 休日 きゅうじつ holiday
N 1263 43 老後 ろうご in one's old age, golden years､post-retirement years
N 1264 43 趣味 しゅみ hobby, interest, pastime

Exp. 1265 43 できるだけ できるだけ
as best one can, as much as one can, power, 
to the top of one's best

N 1266 43 展覧会 てんらんかい exhibition, show

1GVt 1267 43 開く ひらく
(1) open, (2) come out, nfold, (3)start, begin, (4) give, hold, 
(5) clear, open… up

Exp. 1268 43 年を取る としをとる get old
Adv. 1269 43 のんびり（と） のんびり（と） at leisure, leisurely, carefree
N 1270 43 ボーナス ボーナス bonus
Attri. 1271 43 別の べつの another, other, different, separate
N 1272 43 リサイクルショップ リサイクルショップ secondhand shop, thrift shop
N 1273 43 春 はる spring, springtìme
Adv. 1274 43 いよいよ いよいよ any moment, finally
N 1275 43 大学生 だいがくせい a college student, undergraduate
Int. 1276 43 ううん ううん no er, well
N 1277 43 一人暮らし ひとりぐらし living alone, single life
i -A 1278 43 うらやましい うらやましい envious, enviable
Conj. 1279 43 ところで ところで by the way
N 1280 43 サークル サークル a circle, an interest group
2GVt 1281 43 決める きめる (1) decide, (2) set, fix
2GVt 1282 43 貯める ためる (1) save, store, accumulate, (2) collect, gather, (3) run up
N 1283 43 （お）互い おたがい each other, one another, mutual, reciprocal
1GVt 1284 43 楽しむ たのしむ enjoy, find pleasure, have a good time, amuse oneself
N 1285 43 ビデオカメラ ビデオカメラ video camera.
Ｎ 1286 43 ビデオ ビデオ video
N 1287 43 シート シート (1) cover, (2) seat, (3) a sheet of stamps
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1GVt 1288 43 敷く しく lay, spread
N 1289 43 応援 おうえん cheering, a cheer
N 1290 44 電池 でんち a battery, a cell
N 1291 44 残り のこり the rest, the remainder
3GV 1292 44 帰ってくる かえってくる arrive back, come back, come home
N 1293 44 電子レンジ でんしレンジ microwave oven
N、VN 1294 44 やけど やけど a burn, a scald
N、VN 1295 44 けんか けんか a quarrel, an argument, a fight
1GVi 1296 44 写る うつる (1) come out, (2) reflect, project
N 1297 44 お子さん おこさん (someone else's) child
N 1298 44 かご かご a basket
N、VN 1299 44 試食 ししょく tasting
Adv. 1300 44 いつまでも いつまでも forever, endlessly, indefinitely, for the rest of one's life
i -A 1301 44 恥ずかしい はずかしい be ashamed, be embarrassed, be bashful
N 1302 44 子 こ child
N 1303 45 教習所 きょうしゅうじょ a (dríving) school
N 1304 45 免許 めんきょ icense
N 1305 45 自習 じしゅう study by oneself, seatwork, self-schooling
N、na -A 1306 45 必死 ひっし desperate, frantic, convulsive
Int. 1307 45 こらっ こらっ Hey!
N 1308 45 番組 ばんぐみ program
N 1309 45 新 しん new…
N 1310 45 学期 がっき semester, term

1GVt 1311 45 消す けす
(1) put out, turn off, (2) rub out, (3) drown out, (4) remove, 
(5) disappear, (6) kill, murder

N 1312 45 ～店 てん …store, …shop
N 1313 45 閉店 へいてん Closed, closing of business
N 1314 45 リビング リビング lounge, living room
na -A、Adv. 1315 45 めちゃくちゃ めちゃくちゃ be messed up

1GVi 1316 45 上がる あがる
(1) go up, climb, (2) come in, enter, come out, (3) soar,
(4) improve, be promoted, (5) be over, end, (6) make a profit,
(7) get nervous, (8) help yourself to …

N 1317 45 ギター ギター guitar
N 1318 45 推理 すいり reasoning, inference, deduction

i -A 1319 45 暗い くらい
(1) dark, dim, gloomy, (2) depressing, depressed, shady, 
(3) be ignorant

N 1320 45 ～通り どおり as (usual), as (one does)
N 1321 45 犯人 はんにん criminal, culprit, offender
N 1322 45 （ご）主人 しゅじん husband
N 1323 45 変化 へんか change, alteration, variation, transformation, transition
N 1324 45 足跡 あしあと footprint
N 1325 46 アイスコーヒー アイス iced coffee
N 1326 46 ホットコーヒー ホット coffee
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N 1327 46 ドライブ ドライブ a drive (for pleasure)
N 1328 46 洋服 ようふく clothes
N 1329 46 四国 しこく Shikoku
N、VN 1330 46 緊張 きんちょう tension, strain
N 1331 46 ショッピング ショッピング shopping
Conj. 1332 46 しかし しかし but
N 1333 46 日本語 にほんご the Japanese language, Japanese
1GVt 1334 確認24～46 探す さがす look for, search
N 1335 確認24～46 ホームページ ホームページ a website; a homepage
N 1336 確認24～46 毛 け hair, fur
i -A 1337 確認24～46 白い しろい white
N 1338 確認24～46 耳 みみ ear
i -A 1339 確認24～46 黒い くろい black, dark, brown
Ｎ 1340 確認24～46 フレンチ・ブルドッグ フレンチ・ブルドッグ french bulldog
1GVt 1341 確認24～46 連れて帰る つれてかえる bring back
N 1342 確認24～46 説明書 せつめいしょ directions, instructions, explanatory booklet
1GVt 1343 確認24～46 もらう もらう get, receive
N 1344 確認24～46 ドッグフード ドッグフード dog food
N 1345 確認24～46 子犬 こいぬ puppy
2GVt 1346 確認24～46 混ぜる まぜる mix, blend, mingle
N 1347 確認24～46 飼い主 かいぬし keeper, owner
N 1348 確認24～46 環境 かんきょう envíronment, surroundings
na -A 1349 確認24～46 大きな 大きな big, large, great
N 1350 確認24～46 トイレ トイレ bathroom
N、VN 1351 確認24～46 失敗 しっぱい failure, miss
N 1352 確認24～46 食後 しょくご after eating, after a meal
N 1353 確認24～46 シャンプー シャンプー shampoo
N 1354 確認24～46 タオル タオル towel
1GVt 1355 確認24～46 拭く ふく wipe, wipe… away, dry
N 1356 確認24～46 ドライヤー ドライヤー hair-dryer, blow-dryer
N 1357 確認24～46 ブラシ ブラシ brush
N 1358 確認24～46 具合 ぐあい (1) condition, (2) convenience
N 1359 確認24～46 ペットショップ ペットショップ a pet shop
N 1360 確認24～46 オープナー オープナー opener
N 1361 確認24～46 ふた ふた lid, top, cap
1GVt 1362 確認24～46 回す まわす (1) turn, rotate, (2) pass around, forward, (3) transfer

2GVt 1363 確認24～46 開ける あける
(1) empty, (2) make room, make way, (3) be away, 
(4) reserve, keep open, (5) open, unlock, unpack

2GVi 1364 確認24～46 売り切れる うりきれる be sold out
Adv. 1365 確認24～46 （お）早めに はやめに early, ahead of time, in good season
N 1366 確認24～46 豚 ぶた pig, hog
N 1367 確認24～46 真珠 しんじゅ pearl
N 1368 確認24～46 アクセサリー アクセサリー accessory, jewelry
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
na -A 1369 確認24～46 高価 こうか expensive, costly, valuable.
N 1370 確認24～46 価値 かち worth, value
Exp. 1371 確認24～46 役に立つ やくにたつ of use, useful, helpful
N 1372 確認24～46 小判 こばん oval gold coin formerly used in Japan.
N 1373 確認24～46 ことわざ ことわざ a saying, a proverb
N 1374 確認24～46 活動 かつどう activity, action, operation
N 1375 確認24～46 あたり あたり hit, success
N 1376 確認24～46 校長 こうちょう principal
1GVt 1377 確認24～46 書く かく write, spell, compose
N 1378 確認24～46 書道 しょどう calligraphy
2GVt 1379 確認24～46 生ける いける arrange
N 1380 確認24～46 場合 ばあい case, circumstances, occasion
N 1381 確認24～46 気温 きおん temperature
N 1382 確認24～46 冷蔵庫 れいぞうこ  refrigerator
N 1383 確認24～46 目標 もくひょう goal, object, objective, aim,  landmark
N 1384 確認24～46 筆 ふで brush, pen
N 1385 確認24～46 墨 すみ Sumi, India ink
N 1386 確認24～46 エプロン エプロン apron
N 1387 確認24～46 職員 しょくいん a staff member, worker, employee., the staff

2GVi 1388 確認24～46 遅れる おくれる
(1) be late, be delayed, be behind schedule, (2) be behind, 
(3) lose, be slow

N 1389 47 クイズ クイズ quiz, quiz game
Onom. 1390 47 ピョンピョン ピョンピョン hopping, skipping
2GVi 1391 47 跳ねる はねる (1) jump, hop, skip, bound, (2) splash, spatter
Exp. 1392 47 な（ー）んだ な（ー）んだ What? Oh
N 1393 47 双子 ふたご twins
2GVi 1394 47 似る にる be alike, take after, look alike

2GVi 1395 47 のびる のびる
(1) stretch, extend, lengthen, grow, (2) extend, be put off, be
 postponed, (3) make progress, improve, (4) be exhausted, pass 
out, (5) be straightened, be smoothed out

N 1396 47 帽子 ぼうし cap,  hat, bonnet

1GVt 1397 47 かぶる かぶる
(1) pu on, wear, (2) pull over one's head, (3) be covered, 
(4) dash… over oneself, (5) take

i -A 1398 48 細い ほそい thin, fine, slender, small, narrow
N 1399 48 試合 しあい game, match, bout, competition
N 1400 48 中止 ちゅうし cancellation, discontinuation, suspension, caling off
N 1401 48 夢中 むちゅう absorption, crush, infatuation, preoccupancy, trance
i -A 1402 48 すばらしい すばらしい wonderful, great, magnificent, excellent, nice
1GVt 1403 48 いただく いただく get, have, eat ,drink
Onom. 1404 48 ゴホン ゴホン a hacking cough

1GVi 1405 48 開く あく
(1) become empty, become vacant, (2) be not in use, (3) be 
free, 

N、VN 1406 48 開店 かいてん the opening of a store

Copyright:2013 Bonjinsha Co., LTD. 



品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
1GVi 1407 48 鳴る なる sound, ring, strike, go off
N 1408 48 おととい おととい the day before yesterday
N 1409 48 ほこり ほこり dust
Ｎ 1410 48 月曜日 げつようび Monday
3GV 1411 48 どきどき どきどき(する) beat fast, be thrilled
N 1412 48 がっかり がっかり disappointment
N 1413 48 キャンセル キャンセル cancellation
Ｎ 1414 48 火曜日 かようび Tuesday
N 1415 48 野外 やがい the open air, outdoors
N 1416 48 グッズ グッズ goods
N 1417 48 記念 きねん commemoration, memory
N 1418 49 シャツ シャツ undershirt
Exp. 1419 49 ちょうどいい ちょうどいい just right, just perfect
N 1420 49 ビニール ビニール plastic, vinyl
N 1421 49 手袋 てぶくろ gloves, mittens
N 1422 49 皮 かわ leather
N 1423 49 生地 きじ material, cloth, fabric
Interrog. 1424 49 どのくらい どのくらい How long, How much, How many, How far,
N 1425 49 オーブン オーブン an oven
N 1426 49 （ご）祝儀袋 しゅうぎぶくろ congratulatory gifts of money
N 1427 49 司会 しかい chairman, moderator, emcee(MC), anchor
N 1428 49 枝 えだ branch
N 1429 49 部分 ぶぶん part, portion, division, section, piece
N 1430 49 モップ モップ mop
2GVt 1431 49 替える かえる (1) change, exchange, (2) replace, substitute
N 1432 49 棚 たな shelf,  rack
N 1433 49 ぞうきん ぞうきん duster, dustcloth, floorcloth
N 1434 49 切符 きっぷ ticket, coupon
N 1435 49 レンタカー レンタカー rent-a-car, rental car
1GVi 1436 49 回る まわる (1) turn, rotate, spin, (2) look around, go around, (3) pass after
Interrog. 1437 49 どっち どっち which
N 1438 49 コース コース (1) route, (2) course, (3) lane
Adv. 1439 49 くらい くらい somewhere about
N 1440 49 移動 いどう movement, transfer
na -A、N 1441 49 楽 らく comfortable, easy,
N 1442 49 免許証 めんきょしょう license
N 1443 49 不動産 ふどうさん real estate
na -A、N 1444 50 真面目 まじめ serious, earnest, sober, honest
Exp. 1445 50 頭がいい あたまがいい smart
N 1446 50 クラス くらす (1) class, homeroom, (2) rate, class
N 1447 50 リーダー リーダー leader

N 1448 50 ぴったり ぴったり
(1) perfectly, ideally, (2) exactly, rightly, (3) suddenly, 
(4) tightly, closely
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1GVi 1449 50 すべる すべる (1) slip, (2) slide, glide, skate, ski
N 1450 50 八百屋 やおや grocery store
Ctr. 1451 50 ～個 こ counter for small things
N 1452 50 （お）買い得 かいどく a good buy, a good bargain
N 1453 50 末 まつ end
N 1454 50 海外 かいがい foreign countries, overseas countries
1GVi 1455 50 申し込む もうしこむ (1) propose, request, (2) apply, (3) challenge, (4) reserve
1GVi 1456 51 つく つく (air conditioner) come on, go on
Grt. 1457 51 ただいま ただいま I'm home back
Grt. 1458 51 おかえり（なさい） おかえり Welcome home
N 1459 51 大勢 おおぜい a crowd (of people), a lot of people
N 1460 51 定休日 ていきゅうび regular holiday
N 1461 51 休業 きゅうぎょう Closed
N 1462 51 卵 たまご egg
Grt. 1463 51 お疲れさま おつかれさま You must be tired. See you.
2GVt 1464 51 ぶつける ぶつける bump, crash, knock, strike
Pron. 1465 51 俺 おれ I
N 1466 51 同僚 どうりょう co-worker
Pron. 1467 51 君 きみ you
Prt. 1468 51 とか とか such as…, and such
N、VN 1469 51 確認 かくにん confirmation, verification, identification
N 1470 51 リモコン リモコン remote control
N 1471 51 テーブル テーブル table
N 1472 51 花瓶 かびん vase
N 1473 51 カーテン カーテン curtain, drape
Exp. 1474 51 もしかして もしかして by any chance
Adv. 1475 51 確かに たしかに surely, certainly, undoubtedly, undoubtedly, if I remember right
N 1476 52 生クリーム なまクリーム fresh cream, whipped cream
N 1477 52 消火器 しょうかき fire extinguisher
N 1478 52 台所 だいどころ kitchen
N 1479 52 美術館 びじゅつかん art museum
N 1480 52 進路 しんろ one's future course, one's future career
N 1481 52 進学 しんがく go on to school
N 1482 52 弁護士 べんごし lawyer
N 1483 52 スリッパ スリッパ scuffs, mules
N 1484 52 靴箱 くつばこ shoebox
2GVt 1485 52 履きかえる はきかえる change one's shoes
N 1486 52 虫 むし insect, bug, worm
N 1487 52 フライパン フライパン frying pan, skillet
N 1488 52 フォーク フォーク fork
N 1489 52 ナイフ ナイフ knife
N 1490 52 食器棚 しょっきだな tableware
N 1491 52 元 もと origin, beginning, former
1GVt 1492 52 戻す もどす return, put back, restore
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1493 53 誕生日 たんじょうび birthday
N 1494 53 飾りつけ かざりつけ decorations
N 1495 53 飾り かざり ornament
N 1496 53 内緒 ないしょ secret
Int. 1497 53 ええ？ ええ？ What? Is it? eh?
N 1498 53 水道 すいどう water supply, water service
N 1499 53 家具 かぐ furniture, furnishings
N 1500 53 転居 てんきょ move, change of address
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