
品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1501 53 届 とどけ report, notice
N 1502 53 住所 じゅうしょ address
1GVi 1503 53 届く とどく arrive, reach, carry, get through
2GVt 1504 53 届ける とどける (1) send, deliver, (2) report, notify
N 1505 53 箱 はこ box, case, packet, pack
Ｎ 1506 53 メモ メモ note, memorandum
1GVt 1507 54 落とす おとす (1) drop, lose, (2) reduce, lower, (3) remove, (4) fail, (5) omit
N 1508 54 鉛筆 えんぴつ pencil
1GVi 1509 54 下がる さがる (1) come down, fall, drop, (2) hang, (3) move back, retire, (4) fall 
N 1510 54 ジグソーパズル ジグソーパズル jigsaw puzzle
N、Ctr. 1511 54 ピース ピース piece(s)
N 1512 54 パズル パズル a puzzle
N 1513 54 一晩 ひとばん a night
N、VN 1514 54 完成 かんせい completion, perfection
N 1515 54 のり のり paste, glue
1GVt 1516 54 貼る はる put, stick, paste
1GVi 1517 54 驚く おどろく be surprised, be amazed
N 1518 54 マラソン マラソン marathon
N、VN 1519 54 ゴール ゴール goal
Int. 1520 54 いや いや no, uh-uh
i -A 1521 54 速い はやい fast, rapid, quick, speedy, swift, prompt
N、VN 1522 54 トレーニング トレーニング training
Ctr.、N 1523 54 キロ キロ kg, kilogram
2GVi 1524 54 やせる やせる lose weight, get thin, slim
N 1525 55 バーベキュー バーベキュー BBQ, barbecue
N 1526 55 続き つづき continuation, succession
N 1527 55 居酒屋 いざかや drinking spot, Japanese style pub,
N 1528 55 仲 なか relationship, relation
N 1529 55 会費 かいひ membership fee, dues, expenses
Adv. 1530 55 もし もし if
na -A、N 1531 55 迷惑 めいわく annoying, inconvenient, troublesome
2GVt 1532 55 集める あつめる (1) gather, collect, assemble, raise, (2) draw, attract
N、Adv. 1533 55 いっぱい いっぱい (be) full, (be) filled with
1GVi 1534 56 咲く さく bloom, flower
N 1535 56 （お）花見 はなみ cherry-blossom viewing, cherry blossom viewing party
2GVi 1536 56 返る かえる return, be returned
N 1537 56 途中 とちゅう (1) on the way, halfway, (2) midway, by halves
N 1538 56 トンネル トンネル tunnel
N、na -A 1539 56 真っ白 まっしろ sparkling white, pure white, pearly white, snow-white
N 1540 56 シューズ シューズ shoes
N 1541 56 ライト ライト light
N 1542 56 池 いけ pond
1GVi 1543 56 凍る こおる freeze
1GVi 1544 56 気づく きづく notice, become aware, discover, realize, sense
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
i -A 1545 56 眠い ねむい sleepy, drowsy
N 1546 56 手洗い てあらい bathroom, washroom, rest room, lavatory
N 1547 56 うがい うがい gargling
N 1548 57 郵便局員 ゆうびんきょくいん mail clerk, post office official, postal worker
N 1549 57 銭湯 せんとう public bath, public bathhouse
N 1550 57 午前 ごぜん morning; a.m.
N 1551 57 延期 えんき postponement, adjournment
N 1552 57 賞金 しょうきん prize money, cash prize,
N 1553 57 ～費 ～ひ expenses, expenditure
N 1554 57 今月 こんげつ this month
2GVi 1555 57 晴れる はれる (1) clear up, become clear, (2) be refreshed, cheer up
1GVi 1556 57 勝つ かつ win, beat
N 1557 57 温度 おんど temperature
N 1558 57 電源 でんげん power source, plug, outlet
2GVi 1559 57 切れる きれる (1) break, snap, cut, (2) be cut off, (3) run out, go dead, (4) be 
1GVt 1560 57 流す ながす (1) run, (2) shed, (3) float, wash away, (4) spread, broadcast
N 1561 57 自動 じどう automatic, self-action, self-activity

2GVi 1562 57 流れる ながれる
(1) flow, run, stream, (2) pass, (3) float, drift, (4) spread, 
(5) be canceled, be called off

N 1563 58 牛乳 ぎゅうにゅう milk
N 1564 58 ラーメン ラーメン ramen, Chinese noodles in soup
N 1565 58 中華 ちゅうか Chinese(-style)
N 1566 58 しょうゆ しょうゆ soy sauce
N 1567 58 性能 せいのう performance, power, efficiency
N 1568 58 はがき はがき postcard
2GVt 1569 58 下げる さげる (1) lower, reduce, (2) hang, (3) pull, (4) clear (the table)
N 1570 58 ストレス ストレス stress
N、i-A 1571 58 自然 しぜん nature
N 1572 58 緑 みどり green, greenery
N 1573 58 きれいさ きれいさ prettiness, clearness, purity
N、VN 1574 58 診察 しんさつ medical examination, checku
N 1575 58 考え かんがえ thought, idea, thinking, opinion
Conj. 1576 59 だって だって Cause, That's because,
N 1577 59 年 とし (1) year, (2) age, years
N 1578 59 録画 ろくが video recording, picture recording
N 1579 59 チャンネル チャンネル channel
N、VN 1580 59 信用 しんよう trust, reliance, confidence, faith
1GVi 1581 59 登る のぼる (1) go up, climb, (2) rise, (3) reach, amount to, (4) be promoted
N 1582 60 焼酎 しょうちゅう shochu, distilled spirit
N 1583 60 浴衣 ゆかた yukata, Japanese bathrobe, summer cotton kimono
N 1584 60 伝統 でんとう tradition
N 1585 60 衣装 いしょう costume, clothes, dress
N 1586 60 名字 みょうじ one's family name, one's surname
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N 1587 60 全国 ぜんこく the whole country, all parts of the country
N 1588 60 年配 ねんぱい elderliness
N 1589 61 サラダ サラダ salad
N 1590 61 身分証明書 みぶんしょうめいしょID card,
N 1591 61 印鑑 いんかん seal, personal seal
N 1592 61 外国人 がいこくじん foreigner
N 1593 61 登録証 とうろくしょう registration card
N 1594 61 本人 ほんにん the person himself,  the person concerned
1GVt 1595 61 受け取る うけとる receive, get

N 1596 61 ため ため
(1) purpose, (2) because, since, (3) so, so that, That's why, 
(4) sake, benefit

Exp. 1597 61 できれば できれば if (at all) possible, hopefully, preferably
N 1598 61 過ぎ すぎ past…, over…
1GVt 1599 61 選ぶ えらぶ choose, select, pick out, elect
N 1600 61 裏 うら the back, the reverse
N 1601 61 表 おもて the face, the front
N 1602 61 不在 ふざい absence
2GVt 1603 61 すすめる すすめる advise, recommend. suggest, urge
2GVi 1604 61 答える こたえる answer, reply
Conj. 1605 61 そこで そこで and so, with that, so
N 1606 61 サービス サービス (1) service, (2) gratis, for free
N 1607 61 Tシャツ Tシャツ T-shirt
N 1608 61 午前中 ごぜんちゅう midmorning
N 1609 62 新入生 しんにゅうせい new student
N 1610 62 インドネシア インドネシア Indonesia
1GVi 1611 62 踊る おどる dance
i -A 1612 62 辛い からい hot, spicy
2GVi 1613 62 汚れる よごれる get dirty, become tainted, get filthy
N 1614 62 住宅地 じゅうたくち esidential district, esidential sections
N 1615 62 人口 じんこう population, inhabitants
N 1616 62 おかげ おかげ thanks to…, because of…
N 1617 63 梅酒 うめしゅ plum liqueur, plum wine
Ｎ 1618 63 梅 うめ apanese plum, Japanese apricot
N 1619 63 物語 ものがたり narrative, story, tale, fable, chronicle,

N 1620 63 以上 いじょう
(1) more than…, over…, (2) the above, (3) once…, now that…, 
 as [so] long as…

N、VN 1621 63 発明 はつめい invention
N 1622 63 シャープペンシル シャープペンシル mechanical pencil,  automatic pencil
N 1623 63 歴史 れきし history
2GVt 1624 63 感じる かんじる feel, sense, be aware, be conscious, be touched
Exp. 1625 63 途中で とちゅうで along the way, on the way, in mid-course
2GVt 1626 63 つかまえる/捕まえる つかまえる (1) catch,  get, capture, (2) seize, (3) hail
N 1627 63 テスト テスト test, exam
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1628 63 点数 てんすう score, mark, grade, point

Adv. 1629 63 逆に ぎゃくに
by contraries, in an opposite manner, other way round, 
reversely, inversely

N 1630 63 成績 せいせき result, grade
N 1631 63 ソファ ソファ sofa,
Ｎ 1632 64 新郎 しんろう groom
Ｎ 1633 64 新婦 しんぷ bride
N 1634 64 交際 こうさい association, acquaintance, friendship, acquaintanceship, 
Conj. 1635 64 ところが ところが But on the contrary, Be that as it may, However, but
1GVi 1636 64 深まる ふかまる go on, advance, deepen
N 1637 64 （ご）婚約 こんやく engagement
N 1638 64 本日 ほんじつ today, this day
N 1639 64 スピード スピード speed
N 1640 64 皆様 みなさま everyone
1GVt 1641 64 見守る みまもる watch over, keep* an eye (on), watch and see
N 1642 64 昨年 さくねん last year
N 1643 64 評判 ひょうばん reputation, fame, popularity
2GVi 1644 64 ぬれる ぬれる get wet
1GVt 1645 64 干す ほす dry, air, hang out to dry, hang outside
N 1646 64 遠く とおく distance, far-off
N 1647 64 行き先 いきさき one's destination
Adv. 1648 64 前もって まえもって beforehand, in advance, ahead of time
N 1649 64 旅行社 りょこうしゃ travel agency, travel firm
N 1650 64 アジア アジア Asia
1GVi 1651 64 泊まる とまる stay, put up, stay over
N 1652 64 台湾 たいわん Taiwan
Ctr. 1653 64 ～泊 はく／ぱく counter for nights of a stay
N 1654 64 フィリピン フィリピン the Republic of the Philippines
N 1655 64 ～島 とう Island
Conj. 1656 64 それなら それなら if so, then, In that case,
N、VN 1657 64 満足 まんぞく satisfaction, contentment, repletion, content
1GVi 1658 65 参る まいる (1) go,  (2) come, (3) visit, (4) can't stand, give up
Ctr. 1659 65 ～名 めい counter for counting people
N 1660 65 様 さま Mr., Miss., Mrs., Ms.
Exp. 1661 65 かしこまりました かしこまりました Certainly! All right. Right away. Sure. I'll be right with you.
Grt. 1662 66 お邪魔します おじゃまします Excuse me for disturbing you.
Int. 1663 66 いえいえ いえいえ No, no,　Not at all.
i -A 1664 66 とんでもない とんでもない certainly not, for God's sake, not a bit of it, far from it
na -A 1665 66 丁寧 ていねい polite, courteous, civil, respectful
N、VN 1666 66 デザイン デザイン design
1GVi 1667 66 流行る はやる (1) come into fashion, vogue, (2) prosper, flourish, (3) spread
N 1668 66 自信 じしん confidence
N 1669 66 半年 はんとし a half year
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Ctr. 1670 66 ～キロ ～キロ km, kilometer
i -A 1671 66 つらい つらい hard, tough, painful. arduous, painstaking
1GVt 1672 66 増やす ふやす increase
N 1673 66 方針 ほうしん policy, principle, objective､line
N 1674 66 取り組み とりくみ approach, attack, effort
Ctr. 1675 66 ～度 ど degree
N 1676 66 以下 いか (1) below…, less than…, (2) the following, the rest
N 1677 66 社員 しゃいん company staff member, employee of a company
N 1678 66 エレベーター エレベーター elevator
N 1679 66 プリンター プリンター printer
N 1680 66 記者 きしゃ reporter, journalist
N 1681 66 意識 いしき consciousness, awareness,
N 1682 66 箸 はし chopsticks
N 1683 66 コップ コップ cup, glass, tumbler, mug
N 1684 67 ひと休み ひとやすみ breather, slack, break, rest
N 1685 67 ゴールデンウィーク ゴールデンウィーク olden Week holidays
N 1686 67 新商品 しんしょうひん new item, new merchandise
N 1687 67 転勤 てんきん company transfer, job transfer, job relocation
1GVt 1688 68 覚ます さます (1) wake up, awake, (2) bring to his senses, (3) sober up
N 1689 68 シートベルト シートベルト safety belt, seat belt
N 1690 68 動物園 どうぶつえん zoo

N 1691 68 守る まもる
(1) observe, obey, (2) keep, stick, (3) defend, protect, guard, 
(4) maintain

N、VN 1692 68 招待 しょうたい invitation
1GVt 1693 68 贈る おくる present
N 1694 69 空 そら the sky, the air
N 1695 69 トラック トラック truck
N 1696 69 連休 れんきゅう consecutive holidays､successive holidays
N 1697 69 遊園地 ゆうえんち amusement park,  recreation ground
N 1698 69 噂 うわさ rumor
N 1699 69 支社 ししゃ branch office
N 1700 69 地球 ちきゅう the globe, the world
N 1701 69 南極 なんきょく the Antarctic Pole
N 1702 69 氷 こおり ice
2GVi 1703 69 溶ける とける melt
N 1704 69 南 みなみ south
N 1705 69 島 しま  island
1GVi 1706 69 沈む しずむ (1) sink, go down, (2) set, (3) feel depressed, feel gloomy
N 1707 69 暑さ あつさ the heat
1GVi 1708 69 亡くなる なくなる die, pass away
N 1709 69 （お）年寄り としより old people, aged people, the old
N、VN 1710 69 開発 かいはつ development, exploitation
N 1711 69 ガソリン ガソリン gasoline
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N 1712 69 石油 せきゆ oil, petroleum
N、VN 1713 69 充電 じゅうでん charge
N 1714 69 都市 とし city, town
N 1715 69 骨 ほね bone
N 1716 69 スープ スープ soup
N、VN 1717 69 出席 しゅっせき presence, attendance
Exp. 1718 69 仲良くなる なかよくなる get friendly, hit it off
N 1719 69 姿 すがた figure, shape, appearance
N 1720 確認47～69 港 みなと harbor, port
N 1721 確認47～69 そば そば side, near, close to, beside,
N 1722 確認47～69 （お）寿司 すし sushi, vinegared rice topped with raw fish
Adv.、na -A、N 1723 確認47～69 まっすぐ まっすぐ straight, direct
N 1724 確認47～69 角 かど corner
N 1725 確認47～69 量 りょうり quantity, amount
N 1726 確認47～69 インド インド India
N 1727 確認47～69 コック（さん） コック（さん） a cook
N 1728 確認47～69 本場 ほんば the home, genuine, real, authentic
N 1729 確認47～69 メッセージ メッセージ message, statement,
N 1730 確認47～69 自慢 じまん pride, self-praise, boastfulness, brag
Suf. 1731 確認47～69 ～連れ づれ with…
Suf. 1732 確認47～69 ～用 よう for …use
N 1733 確認47～69 かるた かるた karuta, the card game of the Japanese alphabet
N、Ctr. 1734 確認47～69 文字 もじ a letter, a character
N 1735 確認47～69 文 ぶん sentence, composition, writing
N 1736 確認47～69 畳 たたみ tatami mat, straw mat
na -A 1737 確認47～69 バラバラ バラバラ in an uncoordinated fashion, in bits and pieces,
1GVt 1738 確認47～69 くり返す くりかえす repeat, run over
N 1739 確認47～69 勝ち かち victory, winning
N 1740 確認47～69 終了 しゅうりょう an end, a close
2GVi 1741 確認47～69 負ける まける (1) lose, be defeated, (2) give in, (3) cut, lower, discount
Adv. 1742 確認47～69 あんまり あんまり (colloquial language)Not much, Not really.
N 1743 確認47～69 講習 こうしゅう a course,  a workshop, an institute.
N 1744 確認47～69 講師 こうし lecturer, instructor
N 1745 確認47～69 区 く a ward
N 1746 確認47～69 警察 けいさつ the police
N 1747 確認47～69 事故 じこ an accident
N 1748 確認47～69 現状 げんじょう current situation, actual condition, actual state
N 1749 確認47～69 受講 じゅこう attending a class, attendjng a lecture
N 1750 確認47～69 ～生 せい student
N、na -A 1751 確認47～69 真っ暗 まっくら completely dark, pitch-dark
N 1752 確認47～69 多く おおく a lot, many
N 1753 確認47～69 帰宅 きたく one's way home, return home, departure for home,
N 1754 確認47～69 ラッシュ ラッシュ a rush
N 1755 確認47～69 件数 けんすう number of cases, number of items
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
i -A 1756 確認47～69 うるさい うるさい noisy, annoying, troublesome, persistent, nagging
Int. 1757 確認47～69 ほう ほう Ha! Ho! Oh!
N 1758 確認47～69 全体 ぜんたい the whole
N 1759 確認47～69 方々 かたがた all people, persons,
1GVt 1760 確認47～69 起こす おこす cause, bring about, lead to, bring on
1GVt 1761 確認47～69 減らす へらす reduce, decrease, cut down
Conj. 1762 確認47～69 それでも それでも even so, all the same, still, and yet, nevertheless
N、na -A 1763 確認47～69 安全 あんぜん safety, security
N 1764 確認47～69 奥歯 おくば a back tooth, back molar
N 1765 確認47～69 虫歯 むしば bad tooth, cavity, decayed tooth
1GVt 1766 確認47～69 治す なおす cure, treat
N、VN 1767 確認47～69 反省 はんせい reflection, thinking-over, self-searching,  regret
N 1768 確認47～69 飴 あめ candy
N 1769 確認47～69 可能性 かのうせい possibility
N 1770 確認47～69 おやつ おやつ snack
Conj. 1771 確認47～69 そうしたら そうしたら and then, then
N、VN 1772 確認47～69 成功 せいこう success
1GVt 1773 確認47～69 なくす なくす get rid of, lose
2GVi 1774 70 取れる とれる come off, fall off, be removed
N 1775 70 お相撲さん おすもうさん sumo wrestler
N 1776 70 月末 げつまつ the end of the month
N 1777 70 りんご りんご apple
2GVi 1778 70 見とれる みとれる look in fascination, look admiringly, drink in the beauty of
N 1779 70 台風 たいふう typhoon, hurricane, yclone
1GVi 1780 70 立つ たつ stand, rise
Adv. 1781 70 今にも いまにも at any moment, any time soon
Interrog. 1782 71 いくら いくら how much, how many, how far, how long, how high, how …
1GVi 1783 71 見つかる みつかる be found, be discovered
N 1784 71 孫の手 まごのて back-scratcher
N 1785 71 背中 せなか a back
i -A 1786 71 かゆい かゆい itchy

2GVt 1787 71 あてる／当てる あてる
(1) put…against, (2) hit, strike, (3) draw, win, (4) guess, 
(5) expose, air

Exp. 1788 71 こうやって こうやって in this manner, thus
1GVt 1789 71 かく かく scratch
N 1790 71 年賀状 ねんがじょう a New Year's card
N 1791 71 同窓会 どうそうかい a home-coming party, a class reunion, an alumni reunion
2GVt 1792 71 間違える まちがえる make a mistake, confuse, mistake, get screwed up
N、VN 1793 71 （お）願い おねがい please
N 1794 72 ポケット ポケット a pocket
N 1795 72 カラオケ カラオケ keraoke
N 1796 72 バイク バイク motorcycle
N 1797 72 カバー カバー a cover
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na -A 1798 72 大事 だいじ (1) important, (2) precious, valuable
N 1799 72 バッグ バッグ a bag
1GVt 1800 72 たたむ たたむ fold, shut, close
1GVt 1801 72 持ち歩く もちあるく carry with, carry around
na -A、N 1802 72 危険 きけん danger, peril, risk
2GVi 1803 72 倒れる たおれる (1) fall over, collapse, (2) become sick, die
N 1804 72 たんす たんす drawer, chest of drawers, dresser
N、VN 1805 72 固定 こてい fixation, fixing, pinning
N 1806 72 頭 あたま (1) head, (2) hair, (3) brains, head, mind
N 1807 72 ヘルメット ヘルメット helmet
1GVt 1808 72 踏む ふむ step on, tread on
N 1809 72 ベッド ベッド bed
N 1810 72 横 よこ (1) a side, (2) width
N 1811 72 ティッシュ ティッシュ a tissue
N 1812 72 マスク マスク a face mask
N 1813 72 ラジオ ラジオ radio
2GVi 1814 72 消える きえる (1) go out, (2) disappear, be gone, (3) go, pass
N 1815 72 懐中電灯 かいちゅうでんとう a flash-light
N 1816 73 駐車場 ちゅうしゃじょう a parking lot
N、VN 1817 73 駐車 ちゅうしゃ parking
na -A 1818 73 勝手 かって as one likes, on its own､at one's own discretion, without 
1GVt 1819 73 破る やぶる (1) break, (2) tear, rip, (3) violate, violate
i -A 1820 73 だるい だるい languid, sluggish, heavy
N 1821 73 胃腸 いちょう the stomach and intestines

1GVi 1822 73 うつる うつる
(1) infect, be contagious, (2) move, transfer, (3) change, shift. 
(4) turn, go on, (5) catch, spread

N 1823 73 おかゆ おかゆ rice gruel, rice porridge
N 1824 74 砂糖 さとう sugar
Int. 1825 74 あー（っ） あー（っ） Oh, no! Oops! Oh, Uh, Oh well, Gee, Oh, boy.
N 1826 74 ～代 だい (1) charge, cost, price, (2) …'s (10's, 20's, 30's...)
N 1827 74 大雨 おおあめ heavy rain, downpour, gallons of rain
Adv. 1828 74 うっかり うっかり carelessly, by accident, thoughtlessly, absent-mindedly, 
N 1829 74 支度 したく preparations, arrangements
Adv. 1830 74 どこへも どこへも not anywhere
1GVt 1831 74 過ごす すごす spend, pass
Ctr. 1832 74 一歩 いっぽ counter of steps
N 1833 74 メニュー メニュー a menu
N 1834 75 カロリー カロリー calorie
i -A 1835 75 低い ひくい low, short
N 1836 75 ハンバーガー ハンバーガー hamburger
1GVt 1837 75 召し上がる めしあがる (respectful)eat, have
N 1838 75 初め はじめ a beginning, a start
i -A 1839 75 厚い あつい (1) thick, heavy, (2) kind, warm, hearty
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1840 75 ジュース ジュース juice
N 1841 75 はちみつ はちみつ honey
N 1842 75 絵本 えほん picture book, illustrated book, pop-out book
N 1843 76 ズボン ズボン pants, trousers
N 1844 76 唐辛子 とうがらし red pepper
N 1845 76 食欲 しょくよく appetite, desire for food
N 1846 76 残業 ざんぎょう after-hours work, vertime work
1GVi 1847 76 たまる たまる (1) accumulate, collect, gather, (2)have … left, (3) be saved
N 1848 77 （お）金持ち （お）かねもち wealthy persons, rich people
N、VN 1849 77 あくび あくび yawn
N 1850 77 歌舞伎 かぶき kabuki, traditional Japanese drama performed by male actors
N 1851 77 イヤホン イヤホン earbuds, arphones
N 1852 77 トマト トマト tomato
N 1853 77 ソース ソース sauce
N 1854 77 生 なま (1) raw, uncooked, fresh, (2) live
N 1855 77 植物 しょくぶつ a plant
Conj. 1856 77 だったら だったら if so, Then, So then,
N 1857 77 サボテン サボテン cactus
2GVt 1858 77 受ける うける (1) take, sit for, (2) get, receive, (3) catch, (4) have, undergo
Pron. 1859 77 そっち そっち (1) (over) there, (2)that way,  (3) you
N、VN 1860 77 合格 ごうかく passing, success (in an examination), acceptance
1GVi 1861 77 酔う よう (1) get drunk, (2) get travel-sick, (3) become intoxicated
N 1862 77 入学 にゅうがく entrance, admission
Adv. 1863 78 どれも どれも every one
Exp. 1864 78 お腹がいっぱい おなかがいっぱい one's stomach is full
Adv. 1865 78 少しも すこしも not at all, no in the least
N 1866 78 レンズ レンズ lens
N 1867 78 会話 かいわ conversation, talk
N 1868 79 つぼみ つぼみ bud
N 1869 79 出身 しゅっしん one's hometown
1GVi 1870 79 止まる とまる stop, pull up
Adv. 1871 79 どこも どこも everywhere
N 1872 79 男の子 おとこのこ boy, baby boy
N 1873 79 流星群 りゅうせいぐん meteor swarm, meteor stream, meteor star shower
N 1874 79 流れ星 ながれぼし a shooting star
N 1875 80 ハンカチ ハンカチ handkerchief
N、VN 1876 80 興奮 こうふん excitement, thrill
1GVi 1877 80 眠る ねむる sleep, fall asleep
N 1878 80 ジェットコースター ジェットコースター a roller coaster
1GVi 1879 80 怖がる こわがる be afraid, fear, be frightened, be scared, be terrified
Adv. 1880 80 実際に じっさいに actually, really, truly, practically
N 1881 80 地下鉄 ちかてつ subway
N 1882 80 行き いき bound for, -bound
N 1883 80 花柄 はながら a floral pattern, a floral design
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1884 81 パンフレット パンフレット a pamphlet, a booklet, a brochure
N 1885 81 チャンス チャンス opportunity, a chance
2GVt 1886 81 任せる まかせる (1) give someone a free hand, turn over, (2) leave, let… do
N 1887 81 習い事 ならいごと culture lesson, enrichment lessons, learning something
N 1888 81 肉じゃが にくじゃが simmered meat and potatoes, meat and potato stew
1GVt 1889 81 直す なおす (1) repair, mend, fix, (2) correct, cure, (3) make… over, (4) 
1GVi 1890 81 続く つづく (1) continue, last, (2) follow
1GVt 1891 81 冷やす ひやす cool, ice
Adv. 1892 81 ついでに ついでに along the way, in passing, on the way, by the way
N 1893 82 女の子 おんなのこ girl, baby girl
N 1894 82 にんじん にんじん carrot
Adv. 1895 82 無理やり むりやり forcibly, under duress, by force
2GVi 1896 82 離れる はなれる (1) separate (from), go away (from), (2) keep away
Ｎ 1897 83 配達員 はいたついん deliverer, delivery person
N 1898 83 お宅 おたく (1) your home, (2) you, (3) fanatic, buff
N 1899 83 宅配便 たくはいびん home delivery service, courier service
N 1900 83 レッスン レッスン a lesson
N 1901 83 件 けん a matter, a case
N 1902 83 担当 たんとう charge
N 1903 83 学部 がくぶ departmen, faculty, school
N 1904 83 昼休み ひるやすみ lunch break
N 1905 84 家事 かじ housework, household labor, household chores
2GVt 1906 84 育てる そだてる (1) bring up, raise, grow, (2) train, cultivate, foster
N 1907 84 シンガポール シンガポール the Republic of Singapore
N、VN 1908 84 帰国 きこく departure for home, homecoming, return to country
Exp. 1909 85 たった今 たったいま just now, just this moment, right now, this very minute
N 1910 85 事務所 じむしょ an office
N 1911 85 はんこ はんこ personal seal
N 1912 85 まんが まんが manga, a comic, comic book,
Adv. 1913 85 結局 けっきょく after all, in the end, eventually
N 1914 85 夕ごはん ゆうごはん dinner, supper､evening meal
N 1915 86 赤ちゃん あかちゃん baby
Adv. 1916 86 やっと やっと (1) at last, at length, finally, (2) barely, just, with great difficulty
N 1917 86 神社 じんじゃ Shinto shrine
N 1918 86 お参り おまいり go worshipping, visit, praying, going to a shrine to pray for
1GVt 1919 86 配る くばる (1) distríbute, deliver, hand out, (2) be attentive, keep watch
N 1920 86 ふるさと ふるさと home, hometown
N 1921 86 オーストラリア オーストラリア Australia
N 1922 86 南半球 みなみはんきゅう the Southern Hemisphere
N 1923 86 半袖 はんそで short sleeves
N 1924 86 姪 めい a niece
N 1925 86 幼稚園 ようちえん kindergarten, preschool
Pron. 1926 86 あれ あれ that over there
1GVi 1927 86 経つ たつ pass by, go by
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1928 87 指輪 ゆびわ finger ring
N 1929 87 バラ バラ rose
N 1930 87 花束 はなたば a bunch of flowers, a bouquet, flower bouquet
N 1931 87 百獣の王 ひゃくじゅうのおう king of all beasts
Onom. 1932 87 ガオー ガオー voive or cry of a lion
N 1933 87 ほっぺた ほっぺた cheek
Int. 1934 87 うっ うっ ugh, ough, ulp

i -A 1935 87 硬い かたい
(1 )hard, solid, tough, (2) obstinate, honest, serious, reliable,
inflexible, (3) firm, strong, (4) tight

2GVi 1936 87 折れる おれる (1) break, snap, (2) turn, be folded, (3) give in, be folded
1GVt 1937 87 ごちそうになる ごちそうになる be treated, stay for
N、VN 1938 87 看病 かんびょう nursing, care, attendance on, watch
N 1939 87 お姉さん おねえさん old sister
Grt. 1940 87 お元気で おげんきで Look after yourself. Cheery-bye, The best of health to you.
N、VN 1941 88 ノック ノック knock
N 1942 88 楽器 がっき musical instrument
Attri. 1943 88 こういう こういう …like this, this kind of
N 1944 88 オーケストラ オーケストラ orchestra
Conj. 1945 88 それも それも Not only that,
Adv. 1946 88 たった たった only, just, no more than…
N 1947 88 前回 ぜんかい the last time
N 1948 89 ファッション ファッション fashion, vogue
N 1949 89 デザイナー デザイナー designer
na -A 1950 89 ユニーク ユニーク unique
N、VN 1951 89 流行 りゅうこう  trend, fad, fashion, vogue
1GVi 1952 89 落ち込む おちこむ (1) get depressed, (2) sink, fall in, (3) drop,  fall off
na -A、N 1953 89 前向き まえむき forward-looking, positive, constructive
na -A、N 1954 89 わがまま わがまま selfish; egoistic; willful, selfwilled, headstrong､self-indulgent
1GVi 1955 89 泣く なく crr, weep
N 1956 89 （お）正月 しょうがつ the New Year, New Year's Day, New Year's Holidays
N 1957 89 （お）餅 もち mochi, sticky rice cake
N 1958 89 子育て こそだて child raising, parental care, nurturing
1GVt 1959 89 抱く だく hold… in one's arms
i -A 1960 89 親しい したしい friendly, familiar, close, intimate

1GVi 1961 89 集まる あつまる
(1) gather, get together, meet,  (2) center on, focus on, be 
collected

na -A 1962 89 アットホーム アットホーム cozy atmosphere, homelike atmosphere,  family atmosphere, 
N 1963 89 梅雨 つゆ the rainy season
N 1964 90 焼肉 やきにく yakiniku, grilled meat
N 1965 90 時代 じだい (1) a period, an age, an era, (2) (the) time(s), day(s)
N 1966 90 再～ さい～ re-
i -A 1967 90 珍しい めずらしい (1) rare, curious, uncommon, (2) new, novel
N、VN 1968 90 ごちそう ごちそう a treat, a gorgeous dinner, a feast, special dinner
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 1969 90 乾杯 かんぱい a toast
1GVi 1970 90 酔っ払う よっぱらう get drunk
Adv. 1971 確認70～90 わざわざ わざわざ all the way, the whole nine yards, taking your time to,
N 1972 確認70～90 キムチ キムチ kimchi, Korean pickle
N 1973 確認70～90 スプーン スプーン spoon
N 1974 確認70～90 森 もり forest, grove
N 1975 確認70～90 オランウータン オランウータン orangutan
N 1976 確認70～90 サンバ サンバ the samba
N 1977 確認70～90 テンポ テンポ tempo,  tempi,
N 1978 確認70～90 国民性 こくみんせい national character, national trait
N 1979 確認70～90 大人 おとな adult, grown-up
Interrog. 1980 確認70～90 どんなに どんなに No matter how
N 1981 確認70～90 ヒール ヒール heels
1GVt 1982 確認70～90 残す のこす (1) leave, reserve, (2) leave behind, (3) hand down
N、VN 1983 確認70～90 発売 はつばい sale, release
N 1984 確認70～90 売り切れ うりきれ sold out, out of stock
N 1985 確認70～90 おもちゃ おもちゃ toy
Exp. 1986 確認70～90 こんなふうに こんなふうに in this manner, in this way, like this
N 1987 確認70～90 館内 かんない in (side) the building
N 1988 確認70～90 アナウンス アナウンス announcement
N 1989 確認70～90 むかしむかし むかしむかし Once upon a time
Attri. 1990 確認70～90 ある ある certain, some
N 1991 確認70～90 若者 わかもの a young person, a youth, young people, the young, the youth
N 1992 確認70～90 海岸 かいがん seashore,  coast, seaside, waterfront
N 1993 確認70～90 亀 かめ tortoise, turtle
2GVt 1994 確認70～90 いじめる いじめる mistreat, be hard on, pick on, tease,  bully
1GVi 1995 確認70～90 死ぬ 死ぬ die,  pass away, pass on

N 1996 確認70～90 （お）礼 れい
(1) thanks, gratitude, (2) return, reward, (3)courtesy, etiquette, 
 
(4) a bow

N 1997 確認70～90 （お）城 （お）しろ castle
N 1998 確認70～90 お姫様 おひめさま princess
N 1999 確認70～90 踊り おどり dance
2GVt 2000 確認70～90 諦める あきらめる give up, abandon, resign, despair
Adv. 2001 確認70～90 とうとう とうとう at last, finally
N 2002 確認70～90 陸 りく land, the shore
Adv. 2003 確認70～90 じっと じっと (1) still, (2) fixedly,  intently, (3) patiently, uncomplainingly
N 2004 確認70～90 煙 けむり smoke
N 2005 確認70～90 ひげ ひげ (1) mustache, beard, whiskers, (2) whisker, barbel
N 2006 確認70～90 おじいさん おじいさん (1) an old man, (2) grandfather
N、VN 2007 確認70～90 早退 そうたい early leaving, leaving work before finish time
N 2008 確認70～90 直接 ちょくせつ direct, immediate, personal
N 2009 確認70～90 社内誌 しゃないし company newsletter
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 2010 確認70～90 インタビュー インタビュー interview
2GVt 2011 チャレンジ 立てる たてる (1) set up, make, establish, (2) stand, raise, put up
N 2012 チャレンジ ワンピース ワンピース a dress, one-piece suit

i -A 2013 チャレンジ 明るい あかるい
(1) light, bright, (2) cheerful, sunny, clean, (3) bright, rosy, 
(4) know very well, be familiar, (5) pale

N 2014 チャレンジ 感じ かんじ (1) feeling, a sense, (2) impression
N 2015 チャレンジ 味噌汁 みそしる miso soup, bean paste soup
na -A 2016 チャレンジ 得意 とくい (1) proud, triumphant, (2) good, strong, favorite
N 2017 チャレンジ 最高 さいこう first rate, superlative, the highest, the best, the greatest
N 2018 チャレンジ 体操 たいそう gymnastics, physical exercise
N、VN 2019 チャレンジ すっきり すっきり feel at ease, be relieved, be refreshed,
N、VN 2020 チャレンジ 集中 しゅうちゅう concentration, centralization, mental focusing, convergence
N 2021 チャレンジ 口 くち mouth
N 2022 チャレンジ コイン コイン coin, hard money
N 2023 チャレンジ サンドイッチ サンドイッチ sandwich
N 2024 チャレンジ 画面 がめん screen
Grt. 2025 チャレンジ お待たせ おまたせ Sorry to keep you waiting.
N 2026 チャレンジ 建築家 けんちくか architect
N 2027 チャレンジ 形 かたち (1) shape, (2) model,  mold, (3) form, (4) type, style
N 2028 チャレンジ 方向 ほうこう direction, way, course
1GVi 2029 チャレンジ 曲がる まがる bend, curve, turn

1GVi 2030 チャレンジ 渡る わたる
(1) cross,go across, (2) immigrate, emigrate, (3) be imported, 
(4) pass into

1GVi 2031 チャレンジ 片づく かたづく
(1) be put in order, be cleared away. (2) finish; be finished, 
(3) be settled

N、VN 2032 チャレンジ 一服 いっぷく (1) rest, a break, (2) a smoke, a puff, (3) a dose
N、VN 2033 チャレンジ 休憩 きゅうけい recess,  intermission, break, rest
N 2034 チャレンジ 乗車券 じょうしゃけん passenger ticket
N 2035 チャレンジ 券 けん ticket
N、na -A 2036 チャレンジ （お）得 とく profitable, advantageous, lucky
na -A、N 2037 チャレンジ いじわる いじわる spiteful, nasty, mean, ill-natured, vicious
2GVi 2038 チャレンジ 破れる やぶれる be broken, be torn, be worn out
Ｎ 2039 チャレンジ 早く はやく early time
2GVt 2040 チャレンジ 続ける つづける continue, go on
N 2041 チャレンジ 王子様 おうじさま prince
N 2042 チャレンジ お嫁さん およめさん one's daughter-in-law
N 2043 チャレンジ 招待状 しょうたいじょう invitation, invitation card, invitation letter
N 2044 チャレンジ 暖炉 だんろ fireplace, hearth, wood-burning fireplace
N 2045 チャレンジ 明かり あかり (1) a light, a lamp, (2) light; a glow, a gleam
N 2046 チャレンジ ネズミ ネズミ rat, mouse
N 2047 チャレンジ 目の前 めのまえ ahead of me, in front of one's face
N 2048 チャレンジ 魔法使い まほうつかい witch, wizard
2GVi 2049 チャレンジ 現れる あらわれる appear, show up, emerge
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 2050 チャレンジ ドレス ドレス a dress
N 2051 チャレンジ 魔法 まほう magic, magical spell
N 2052 チャレンジ かぼちゃ かぼちゃ pumpkin, squash
N 2053 チャレンジ 馬車 ばしゃ carriage, coach, wagon
i -A 2054 チャレンジ 美しい うつくしい beautiful, pretty, lovely, good-looking, handsome, charming
2GVt 2055 チャレンジ 知らせる しらせる let someone know, inform, notify
N 2056 チャレンジ 鐘 かね bell
N 2057 チャレンジ 片方 かたほう the mate, one side
1GVt 2058 チャレンジ 拾う ひろう pick up, find
N 2059 チャレンジ 数日 すうじつ a couple of days, several days
1GVi 2060 チャレンジ 騒ぐ さわぐ make some noise, carry on, make a row
N 2061 チャレンジ 隅 すみ a corner.
Adv. 2062 チャレンジ いつまでも いつまでも for all time, forever, indefinitely
1GVt 2063 チャレンジ 盗む ぬすむ (1) steal,　(2)  rob, (3) plagiarize
Pron. 2064 チャレンジ お前 おまえ you, buddy
N 2065 チャレンジ 秘書 ひしょ secretary
N 2066 チャレンジ 館長 かんちょう curator
N 2067 チャレンジ グラス グラス glass
Int. 2068 チャレンジ どれどれ どれどれ let's see
N 2069 チャレンジ 右手 みぎて (1) right, (2) right hand
N 2070 チャレンジ 長さ ながさ length
N、VN 2071 チャレンジ 正解 せいかい correct answer
N 2072 チャレンジ 生き物 いきもの a living thing
N、VN 2073 チャレンジ 成長 せいちょう growth, growing, development, progress
N 2074 チャレンジ 緑色 みどりいろ green color
Onom. 2075 チャレンジ ケロケロ ケロケロ ribbit (frog sound)
1GVi 2076 チャレンジ 鳴く なく sing, chirp, twitter, whine
N 2077 チャレンジ カタツムリ カタツムリ snail, hodmandod
N 2078 チャレンジ ワニ ワニ crocodile,  alligator
N 2079 チャレンジ カエル カエル frog
N 2080 チャレンジ ニワトリ ニワトリ chicken
N 2081 チャレンジ 鳴き声 なきごえ call, cry, chirp sound, song
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