
品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
Suf. 1 1 ～さん さん Mr.-, Mrs.-, Miss-.
2GVi 2 1 いる いる （1) there is, Exist, (2) stay
Interrog. 3 1 どこ どこ where

Adv. 4 1 まず まず
(1) first (of all), in the first place, to begin with
(2) anyway, (3) probably

N 5 1 猫 ねこ cat
N 6 1 場所 ばしょ (1) a place, a spot, (2) a position, (3) a seat, a site
1GVi 7 1 違う ちがう (1) differ, (2) disagree, (3) be wrong
N 8 1 絵 え painting, drawing, sketch
Int. 9 1 あ（っ） あ（っ） look, listen, oh
N 10 1 私 わたし I

Ctr. 11 1 ～つ ～つ
(1) classifier for counting units, (2) years of human age
(up to nine)

2GVt 12 1 見つける みつける find, discover, detect
N 13 1 ごみ箱 ごみばこ a garbage can, a trash can
N、i-A 14 1 本当 ほんとう real, true, actual, genuine
Conj.、Prt. 15 1 でも でも ~ or something

1GVi 16 1 ある ある
(1) there is [are], exist, (2) be located [situated], 
(3) have, (4) happen, take place, be held

N 17 1 本 ほん book
Pron. 18 1 これ これ this
N 19 1 駅 えき station
N 20 1 （お）うち うち home, house
N 21 1 地図 ちず map

略語一覧  

Adv. 副詞 

Attri. 連体詞 

 Aux. 助動詞 

 Conj. 接続詞 

 Ctr. 助数詞 

 Exp. 表現 

 Grt. あいさつ 

 Int. 感動詞 

 Interrog. 疑問詞 

N 名詞 

 Onom. 擬音語、擬態語 
 

 

Pref. 接頭語 

Pron. 代名詞 

Prt. 助詞 

Suf. 接尾語 

1GVi u-verb自動詞 

1GVt u-verb他動詞 

2GVi ru-verb自動詞 

2GVt ru-verb他動詞  

3GV 不規則動詞 

VN 名詞+する動詞  

iA  イ形容詞 

naA ナ形容詞 
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
Grt. 22 1 ありがとう（ございます） ありがとう（ございます）Thank you
N 23 1 明日 あした/あす tomorrow
1GVt 24 1 持っていく もっていく take, carry, bring
Int. 25 1 ええと ええと uh, well
Pron. 26 1 ここ ここ here, this place
Pron. 27 1 その その the~, that ~
N 28 1 右 みぎ right
N 29 1 道 みち (1) street, road, path,　(2) way
1GVi 30 1 行く いく go, come
Suf. 31 1 ～側 がわ ~side
N 32 1 コンビニ コンビニ a convenience store
2GVi 33 1 見える みえる (1) see, appear, (2) look, (3) come, arrive
N 34 1 マンション マンション condominium
Ctr. 35 1 ～階 かい／がい ~ floor, ~ story
Int. 36 1 もしもし もしもし (1) hello, (2) excuse me
N 37 1 今 いま (1) now, (2) just, (3) immediately

1GVi 38 1 わかる わかる
(1) understand, comprehend, (2) learn, know, 
(3) be shown, be identified, (4) récognize, appreciate

N 39 1 昨日 きのう yesterday
2GVt 40 1 忘れる わすれる forget, leave… (behind), neglect
Int. 41 1 え（ー）っ え（ー）っ ack, heh, gosh
N 42 1 近く ちかく (1) nearby, (2) neighborhood
N 43 1 公園 こうえん park,  square
N 44 1 銀行 ぎんこう bank
N 45 1 左 ひだり left
Grt. 46 1 ごめん（なさい） ごめん（なさい） I'm sorry
na -A 47 1 大丈夫 だいじょうぶ (1) all right, OK, (2) enough
Adv. 48 1 すぐ（に） すぐ（に） at once, right away
N 49 2 今朝 けさ this morning
Adv. 50 2 何か なにか something
2GVt 51 2 食べる たべる eat, have
Int. 52 2 はい はい (1) yes,　(2) surely, (3) Here, (4) uh- huh
Int. 53 2 いいえ いいえ (1) no, (2) That's all right.
Adv. 54 2 何も なにも anything
N 55 2 かばん かばん bag, trunk, suitcase
N 56 2 中 なか (1) the inside, the interior, (2) the middle, the center
Pron. 57 2 どちら どちら (1) which one, (2) either､(3)   who
Pron. 58 2 この この this ~
N 59 2 （お）話 はなし (1) talk, story, speech, (2) consultation､(3) rumor
N 60 2 秘密 ひみつ secret
Int. 61 2 ええ ええ yes, yeah
Interrog. 62 2 どれ どれ which one
Grt. 63 2 ごめんください ごめんください hello, Anyone around?
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
na -A 64 2 静か しずか quiet, peaceful
2GVi 65 2 聞こえる きこえる (1) be heard, (2) sound
Adv. 66 2 たぶん たぶん probably, likely, possibly
N 67 2 留守 るす absence
N 68 2 家 いえ house, home
1GVt 69 2 呼ぶ よぶ (1) call, (2) call, (3) cause
N 70 2 中国 ちゅうごく China
N 71 2 旅行 りょこう trip, journey, trave, tour
Interrog. 72 2 どう どう how
Adv. 73 2 実は じつは in fact, actually
Ｎ 74 2 風邪 かぜ cold, flu, influenza

1GVt 75 2 引く／ひく ひく
(1) pul, draw, (2) look up, (3) subtract, (4) catch, 
(5) attract, (6) go down

Conj. 76 2 それで それで so, therefore
Adv. 77 2 ずっと ずっと (1) much, far, (2) all the way, (3) all the time
N 78 2 ホテル ホテル hotel
N 79 2 友達 ともだち  friend, pal
1GVi 80 2 会う あう (1) meet, (2) see
N 81 2 部屋 へや room
Ctr. 82 2 （お）一人 ひとり one (person)

1GVi 83 2 休む やすむ
(1) rest, (2) take (a day) off, (3) be absent､(4) sleep,
(5) suspend

Conj. 84 2 じゃあ じゃあ well
Adv. 85 2 もちろん もちろん of course, naturally, surely
N 86 2 （お）みやげ みやげ souvenir, gift

i -A 87 2 いい いい
(1) good, nice, (2) effective, (3) suitable､(4) enough､all right､
(5) friendly､(6) wel, all right.

na -A 88 2 残念 ざんねん (1) regrettable, regretful, (2) disappointing
N 89 2 観光地 かんこうち a tourist site
N 90 2 先生 せんせい (1) teacher,  professor, (2) doctor, (3) Diet member
Ctr.、N 91 2 ページ ページ page
N 92 2 問題 もんだい (1) question, (2) problem, trouble､ (3) issue
Ctr. 93 2 ～番 ばん the ~th
N 94 2 答え こたえ answer, response
Int. 95 2 うーん うーん hmm
N 96 2 全部 ぜんぶ everything, all
N、VN 97 2 復習 ふくしゅう review
3GV 98 2 する する do
Grt. 99 2 すみません すみません (1) ｓorry, (2) Excuse me, (3) Just a moment

1GVi 100 2 困る こまる
(1) have trouble, (2) be annoyed, (3) be puzzled,
 (4) be inconvenient

Adv. 101 2 誰か だれか someone
1GVi 102 2 遊ぶ あそぶ (1) play, (2) idle away
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 103 2 ゲーム ゲーム game
N 104 2 僕 ぼく I
N 105 2 お腹 おなか stomach
1GVi 106 2 すく すく (1) feel hungry, (2) not get crowded
Int. 107 2 え（っ） え Pardon? eh? What?
Adv. 108 2 まだ まだ still, yet
Ctr. 109 2 ～時 じ ~o'clock
N 110 2 朝ごはん あさごはん breakfast
N 111 2 今日 きょう today
N、VN 112 2 寝坊 ねぼう getting up late
2GVi 113 2 起きる おきる (1) get up, (2) wake, (3) happen, occur
1GVi 114 2 急ぐ いそぐ hurry, rush
N 115 2 学校 がっこう school
3GV 116 2 来る くる come, arrive
N 117 3 土曜日 どようび Saturday
N 118 3 映画 えいが film, movie

2GVt 119 3 見る みる
(1) see, look, watch, (2) observe､(3) look over, consult,
(4) judge､(5) look after, take care of, (6)

Adv. 120 3 一緒に いっしょに (1) together, (2) at the same time
N 121 3 晩ごはん ばんごはん supper, dinner
N 122 3 ボウリング ボウリング bowling
N 123 3 大会 たいかい (1)  a mass meeting, (2) a meet
N 124 3 晩 ばん (1) evening, (2) night
Adv. 125 3 もう もう (1) already, now, (2) soon, (3) again

N 126 3 今度 こんど
(1) this time, now, (2) recently, the other day, (3) next time, 
another time, (5) near future

N 127 3 市民 しみん resident (of a city), citizen
N 128 3 センター センター center
N 129 3 クラシック クラシック classical music
N 130 3 コンサート コンサート concert
N 131 3 チケット チケット ticket
N 132 3 日 ひ day, date
1GVt 133 3 買う かう (1) buy, purchase, (2) incur, (3) take up, accept
Adv. 134 3 きっと きっと surely, certainly, undoubtedly

N 135 3 人 ひと
(1) human beings, man, (2) person, (3) people, 
(4) character, personality

i -A 136 3 多い おおい many,much, plenty of

Adv. 137 3 ちょっと ちょっと
(1) just a little, a bit, (2) just a minute, (3) rather, (4)  Hey!　
(5) I'm afraid (not)

na-A、N、VN 138 3 心配 しんぱい (1) care, (2) worry, (3) uneasiness
N、VN 139 3 予約 よやく  reservation, booking
N、VN 140 3 （お）電話 （お）でんわ telephone, call
N 141 3 バスケットボール バスケットボール basketball
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 142 3 チーム チーム team
1GVt 143 3 作る つくる (1) make, (2) form, (3) grow, raise, (4) establish
Adv. 144 3 あまり あまり (1) (not) very, (not) much, (2) so, too
na -A 145 3 上手 じょうず skillful, good
N 146 3 毎週 まいしゅう every week
N 147 3 水曜日 すいようび Wednesday
N、VN 148 3 練習 れんしゅう practice, exercise, drill
Suf. 149 3 ～たち たち (1) a pluralizing sufix, (2) and (the) others
1GVi 150 3 がんばる がんばる (1) try one's best, (2) stick it out
N 151 3 今晩 こんばん this evening , tonight
N 152 3 ビール ビール beer
N 153 3 デパート デパート department store
N 154 3 前 まえ (1) ahead, (2) front, (3) before, (4) previous
Suf. 155 3 ～ごろ ごろ about, around, toward(s)
N 156 3 仕事 しごと work, labor, task, assignment
N 157 3 ～半 はん half
2GVi 158 3 疲れる つかれる get tired
Pron. 159 3 あそこ あそこ (1) that place over there, (2) that situation, (3) that aspect
N 160 3 ベンチ ベンチ bench,  dugout
na -A、N 161 3 だめ だめ (1) no good, (2)  no use, nothing, (3) hopeless
N 162 3 頂上 ちょうじょう (1) summit, (2) peak
N、Adv.、Conj. 163 3 あと あと (1) later, (2) the rest, (3) ~more, (4) next
Adv. 164 3 少し すこし (1) a few, some, (2) a little, some
Int. 165 3 ほら ほら Look! There! Hey!
N 166 3 景色 けしき scenery, view, landscape, seascape
na -A 167 3 きれい きれい (1) beautiful, lovely, pretty, (2) clean, (3) fair
Int. 168 3 わあ わあ boy! wow!
N 169 3 写真 しゃしん photo, picture, snap
N 170 3 賛成 さんせい (1) approval, (2) seconding
Pron. 171 3 そこ そこ (1) there, (2) that point
N 172 3 木 き tree
N 173 3 下 した (1)  under, below,  (2) down
i -A 174 4 大きい おおきい (1) big, large, (2) tall, (3) loud, (4) great, (5) older
i -A 175 4 小さい ちいさい (1) small, little, (2) young, (3) low
N 176 4 ごはん ごはん (1) boiled rice, (2) meal
N 177 4 パン パン bread
na -A 178 4 好き すき (1) like, (2) love
Adv. 179 4 どちらも どちらも both, either one
Ctr. 180 4 ～月 がつ the ~ th month
i -A 181 4 暑い あつい hot, warm
i -A 182 4 若い わかい (1) young, (2) immature, green
N 183 4 さくら／桜 さくら (1) cherry tree, (2) cherry blossom
N 184 4 まつり まつり (1) festival, (2) feast
N 185 4 夏 なつ summer

Copyright:2013 Bonjinsha Co., LTD. 



品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
na -A 186 4 にぎやか にぎやか (1) lively, busy, (2) cheerful, lively
N 187 4 セミナー セミナー seminar
Interrog. 188 4 どうやって どうやって how
N 189 4 タクシー タクシー taxi, taxicab
i -A 190 4 高い たかい (1) high, tall, (2) expensive, (3) well
N 191 4 バス バス bus
Ctr. 192 4 ～円 えん yen
N 193 4 会場 かいじょう the meeting place, hall, site
Ctr. 194 4 ～分 ふん／ぷん ~ minute(s)
1GVi 195 4 かかる かかる (1) is required, take, (2) hang, (3) is covered, (4) lock
i -A 196 4 早い はやい early, soon
N、VN 197 4 出発 出発 start, departure
Conj. 198 4 だから だから That's why
na -A 199 4 便利 べんり convenient, useful, handy
N 200 4 （お）金 かね money, cash
N 201 4 アパート アパート apartment, apartment building
N 202 4 雑誌 ざっし magazine
N、VN 203 4 引っ越し ひっこし move, moving
N 204 4 会社 かいしゃ company, corporation, firm, office
i -A 205 4 遠い とおい far, distant, faraway, remote
i -A 206 4 新しい あたらしい (2) new, (2) fresh, (3) up-to-date
i -A 207 4 古い ふるい (1) old, ancient, (2) old, stale, (3) out-of-date, old-fashioned
i -A 208 4 広い ひろい (1) wide, broad, spacious, (2) extensive

Adv. 209 4 やっぱり やっぱり
(1) even so, still, (2) as one (had) expected, (3) as well, 
(4) after all

na -A 210 4 不便 ふべん inconvenient, not handy
N 211 4 野球 やきゅう baseball
N 212 4 ルール ルール rule(s)
na -A 213 4 複雑 ふくざつ complex, complicated, intricate
Conj. 214 4 そして そして and
N 215 4 （お）時間 （お）じかん (1) hour, (2) time, (3) (the) time, (4) period, class
i -A 216 4 長い ながい long, lengthy
N 217 4 サッカー サッカー soccer
Adv. 218 4 いつも いつも (1) always, (2) all the time, (3) usually, ordinarily, commonly
i -A 219 4 おもしろい おもしろい interesting, enjoyable, amusing, funny
Ctr. 220 5 一番 いちばん (1) number one, (2) first, first place, (3) the best, (4) best
N 221 5 スポーツ スポーツ sports
Ctr. 222 5 ～年 ねん (1) year, (2) the year ~, (3) grade
i -A 223 5 忙しい いそがしい busy, occupied
N 224 5 新入社員 しんにゅうしゃいん newly-hired employee, new employee, company recruit
Adv.、N 225 5 たくさん たくさん (1) a lot of, many, much, (2) enough

1GVi 226 5 入る はいる
(1) enter, come in, go in, (2) get in, join, (4) (can) hold, 
(5) contain
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 227 5 音楽 おんがく music
N 228 5 ジャズ ジャズ jazz
Adv. 229 5 よく よく (1) well, completely, quite, (2) often, frequently
1GVt 230 5 聞く きく (1) listen, (2) hear, (3) obey, listen to, (4) ask
N 231 5 （お）客（さん/様） きゃく guest, customer, audience, spectator, passenger
N 232 5 店員 てんいん a (store) clerk, a shop assistant,
N 233 5 夜 よる night, evening,
N、VN 234 5 洗濯 せんたく washing
N 235 5 洗濯機 せんたくき washing machine
Adv. 236 5 全然 ぜんぜん (not) at all
N 237 5 音 おと (1)  sound, (2) noise
N、na -A、Adv. 238 5 いろいろ いろいろ various
N 239 5 種類 しゅるい a kind, a sort
N 240 5 ドーナツ ドーナツ doughnut
N 241 5 チョコレート チョコレート chocolate
N 242 5 ナッツ ナッツ nuts
i -A 243 5 おいしい おいしい (1)good, (2) delicious
N 244 5 皆さん／皆様 みなさん all of you, verybody,  everyone
N 245 5 ゴルフ ゴルフ golf
N 246 5 部長 ぶちょう the head [manager] of a department, division chief, senior 
N 247 5 この間 このあいだ the other day, not so long ago
N、VN 248 5 優勝 ゆうしょう capture the victory, take the first priz, win the cup
Pron. 249 5 それ それ that, it
N 250 5 ガイドブック ガイドブック a companion booklet, guidebook
N 251 5 秋 あき fall, autumn
N 252 5 もみじ もみじ (1) a maple (tree),  (2) colored maple leaves
Adv. 253 5 初めて はじめて for the first time
na -A 254 5 有名 ゆうめい famous, well-known, celebrated, big-name
N 255 5 建物 たてもの building
N 256 5 世界 せかい (1) the world, the earth, (2) a circle, a sphere
Conj. 257 5 ですから ですから so, and so, accordingly, therefore, this being the case
Adv. 258 5 必ず かならず (1) certainly, surely､(2) at any cost, always
Int. 259 5 へえ（ー） へえ（ー） Oh, really? Aha, Wow! Well, Gee,
N 260 5 料理 りょうり (1) cooking, (2) cuisine, (3) dish, food
N 261 5 もの／物 もの (1) a thing, (2) an article
N 262 5 そば そば buckwheat noodles
na -A 263 5 大好き だいすき love a lot
Int. 264 5 ああ ああ Oh! Aha! Ah!
na -A 265 5 楽しみ たのしみ  pleasure,  amusement, fun, enjoyment, pleasure
N 266 5 ブログ ブログ blog
Adv. 267 5 とても とても extremely, quite, pretty, very
i -A 268 5 楽しい たのしい amusing, delightful, enjoyable, joyful, pleasurable
N 269 5 （お）寺 てら a (Buddhist) temple
N、VN 270 5 感動 かんどう sensation, throb; be impressed, be moved
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
i -A 271 5 すごい すごい amazing, awesome, breathtaking, incredible,
N 272 5 着物 きもの (1)clothes; clothing, (2) garment, dress, (3) kimonos
2GVt 273 5 着る きる put on, wear
Adv. 274 5 すごく すごく awfully, marvelously, heavily, terribly, extremely
1GVi/1GVt 275 5 笑う わらう laugh, smile, cackle, cackle
N 276 5 隣 となり (1) the house next, (2) one's (next-door) neighbor
Interrog. 277 6 どの どの which
Interrog. 278 6 どんな どんな what kinod of, what sore of
N 279 6 会議 かいぎ a meeting,  conference
N 280 6 ～室 しつ ~ room
Pron. 281 6 あの あの that
i -A 282 6 優しい／やさしい やさしい affable, benignant, good-natured, kindly
na -A 283 6 ハンサム ハンサム handsome, good-looking, fine-looking, cute,
N 284 6 電子辞書 でんしじしょ IC dictionary, electronic dictionary
N 285 6 先週 せんしゅう last week
i -A 286 6 軽い かるい (1)  light, (2) light-bodied, mild,(3)  aerial, (4) breezy,
N 287 6 辞書 じしょ dictionary
N 288 6 食堂 しょくどう (1) a dining room, (2) a cafeteria, (3) a restaurant
N、Adv. 289 6 毎日 まいにち everyday
N 290 6 弟（さん） おとうと（さん） one's (younger) brother
N 291 6 高校生 こうこうせい a (senior) high school student
N 292 6 次 つぎ next
1GVt 293 6 読む よむ read, scan, go through
N 294 6 奥さん おくさん missis, (someone's) wife
Int. 295 6 あのう あのう  Uh…, I was wondering …, Excuse me, Well,
Pron. 296 6 こちら こちら (1) here …, (2) this, (3) we
Adv. 297 6 いくつか いくつか a couple of,  some, various
Interrog. 298 6 何 なに／なん what
N 299 6 色 いろ (1) color,  (2) complexion, (3) an expression, a look, (4)  love 
N 300 6 黒 くろ (1) black, (2) suspicious,  guilty
N 301 6 おすすめ おすすめ push, recommended thing, recommendation
i -A 302 6 重い おもい heavy, weighty, serious,
Conj. 303 6 では では ｗell, ｗell then, in that case, if that is the case
Interrog. 304 6 いかが いかが how, how about, what about
Ctr. 305 6 ～年 ねんかん years
Suf. 306 6 ～間 かん for, during
2GVi 307 6 壊れる こわれる (1)break, be destroyed,  (2) fall through
N 308 6 人気 にんき popularity, vogue

Grt. 309 6 お願いします おねがいします

(1) I will take this, (2) Thank you in advance, (3) We look 
forward
 to serving you, (4) I would like to request that you do so,  (5) 
Sincerely yoursN 310 6 課長 かちょう section chief

Int. 311 6 はあ はあ (1) Oh, I see,  (2) Ha…,

Copyright:2013 Bonjinsha Co., LTD. 



品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 312 6 みんな みんな all, every, everybody, everyone, everything
1GVt 313 6 叱る しかる (1) scold, (2) reprimand, (3) rebuke, (4) admonish
N、Adv. 314 6 最近 さいきん recently, in these days
na -A 315 6 嫌 いや disagreeable, unpleasant, disgusting
i -A 316 6 怖い こわい fearful, frightening, horrible, dreadful
na -A 317 6 大変 たいへん (1) terrible, awful, (2) serious, grave, (3) deeply,  greatly

i -A 318 6 難しい むずかしい
(1)difficult, hard, tough, (2) troublesome,delicate, (3) sullen, 
stern, 

na -A 319 6 丈夫 じょうぶ (1) healthy, strong, (2) solid, durable
i -A 320 6 近い ちかい (1)near; close,  (2) nearby, (3) nearly, (4) be like
i -A 321 6 厳しい きびしい (1) severe; stric, (2) harsh, hard, (3) intense, (4) steep, (5) tense
i -A 322 6 少ない すくない (1) very few, little, (2)  be limited, (3) be rare, (4) be scarce, (5)
na -A 323 6 簡単 かんたん easy,  simple, brief,
i -A 324 6 悲しい かなしい sad, unhappy, mournful, touching; pathetic
N 325 6 独身 どくしん single, unmarried
N 326 7 荷物 にもつ baggage, belongings, freight
1GVt 327 7 置く おく (1) put , lay, (2) leave, (3) establish, set up,
Adv. 328 7 どうぞ どうぞ Yes, please
i -A 329 7 寒い さむい (1) cold, chilly, (2) poor
N 330 7 窓 まど window
N 331 7 工場 こうじょう factory
N 332 7 見学 けんがく visit
N 333 7 ツアー ツアー tour
N 334 7 金曜日 きんようび Friday
N 335 7 うさぎ うさぎ rabbit, hare
N 336 7 奥 おく the inner part, the depth(s), the heart,
N 337 7 （お）席 せき seat
N 338 7 エアコン エアコン air conditioner
N 339 7 風 かぜ wind

1GVi 340 7 あたる／当たる あたる
(1) hit, touch, (2) win, draw, (3) correspond, (4) be hard, (5) 
face,

Pron. 341 7 あちら あちら (1) over there, (2) that way, (3) that
N 342 7 たばこ たばこ tobácco, cigarétte,
N 343 7 喫茶店 きっさてん cóffee shop
N 344 7 禁煙 きんえん no smoking
N 345 7 受付係 うけつけがかり receptionist,  information clerk
N 346 7 教室 きょうしつ classroom
N 347 7 申し込み もうしこみ (1) application, (2) reservation, (3) challenge, (4) offer, proposal
N 348 7 紙 かみ paper
N 349 7 （お）名前 なまえ name
N 350 7 番号 ばんごう number
N 351 7 ボールペン ボールペン ballpoint pen
N 352 7 ペン ペン pen
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 353 7 携帯（電話） けいたい（でんわ） cellular, mobile phone
Exp. 354 7 かまいません かまいません I don't mind, I don't care, You may say
N 355 7 学生 がくせい student
N 356 7 間 あいだ (1) during, for, (2) interval, space, between, (3) on the way, 

N 357 7 ほか ほか
(1) another; other(s), the other the others, someone else, 
(2) aside from…, other than…,  (3) besides…, in addition to…

N 358 7 コピー機 コピーき copier, photo copy machine
na -A、N 359 7 必要 ひつよう necessary, requisite, essential, indispensable
Exp. 360 7 行ってきます いってきます I'm going now. I'm off!
N 361 7 ボランティア ボランティア volunteer
N 362 7 募集 ぼしゅう (1) recruitment, (2) collection
N 363 7 ポスター ポスター poster, placard
N 364 7 壁 かべ wall
1GVt 365 8 撮る とる take, photograph, snap, film
1GVi 366 8 気がつく きがつく (1) notice, find, realize,  (2) became conscious, (3) is observant
N 367 8 （お）医者（さん） いしゃ doctor,　 medical man,
N 368 8 のど のど throat
i -A 369 8 痛い いたい painful, ache, painful
2GVt 370 8 診る みる see
i -A 371 8 赤い あかい red, crimson, scarlet

Adv. 372 8 しばらく しばらく
(1) for a little while, for a moment, (2)for the time being, 
 
(3) for a long time

i -A 373 8 悪い わるい
(1) bad, evil,  (2) poor, coarse, (3) ill, harmful,  (4) rotten, stale,
(5) wrong, (6) unlucky, unfortunate, (7) ugly, plain

Conj. 374 8 それから それから (1) then,  (2) and also
N 375 8 （お）酒 さけ (1) alcohólic drinks, (2) sake
N 376 8 自転車 じてんしゃ bicycle
1GVi 377 8 転ぶ ころぶ fall down, tumble

i -A 378 8 ひどい ひどい
(1) violent,severe,  (2) cruel, bitter; hard. (3) bad, poor;
(4) excessive, unreasonable

N 379 8 シャワー シャワー a shower (bath).
Int. 380 8 さあ さあ (1) here, now, (2) well
N 381 8 博物館 はくぶつかん museum
1GVi 382 8 着く つく arrive, get to, reach
N、VN 383 8 注意 ちゅうい (1)attention, notice, (2) care, caution, (3) advíc, warning
N 384 8 マーク マーク mark, sign, brand
na -A 385 8 大切 たいせつ important, valuable, precious, crucial
N 386 8 食べ物 たべもの food
Int. 387 8 しーっ しーっ hush, sh!
N 388 8 声 こえ (1) voice, (2) cry
2GVi 389 8 気をつける きをつける take care (of), be careful (of), look out (for)
Pron. 390 8 こっち こっち (1) here, this way, (2) this
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
i -A 391 8 危ない あぶない (1) dangerous, (2) doubtful, uncertain, unreliable, (3) narrow, 
1GVi 392 8 歩く あるく walk, step
N 393 8 管理人（さん） かんりにん manager, administrator
2GVi 394 8 燃える もえる burn, blaze, glow
N 395 8 ごみ ごみ trash, rubbish, garbage, litter
N 396 8 木曜日 もくようび Thursday
N 397 8 ごみ出し ごみだし taking out the garbage
N 398 8 カレンダー カレンダー calendar
1GVt 399 8 持って帰る もってかえる bring back, take away
N 400 8 缶 かん can
N 401 8 ビン ビン bottle,  jar, flagon, decanter, phial
na -A 402 8 同じ おなじ (1) the same, identical, similar, (2) equal, equivalent
N 403 8 袋 ふくろ bag, sack, pouch

2GVt 404 8 分ける わける
(1) divide, part, (2) distribute, share, (3) separate, 
(4) classify, sort out

Int. 405 8 そうそう そうそう Oh, yes; I agree
N 406 8 階段 かいだん stairs, steps, ladder
1GVt 407 8 使う つかう (1) use, (2) spend, waste, (3) employ, manage, (4) be attentive 
N 408 9 （お）食事 しょくじ meal, diet, dinner
Adv. 409 9 まだ まだ (1) go back, (2) come back , (3)
2GVi 410 9 帰る かえる (1) go back, (2) come back , (3) get back
N 411 9 書類 しょるい paper, document, form
N 412 9 薬 くすり medicine, drug, cure
N 413 9 患者 かんじゃ patient, case, sufferer
N 414 9 ポスト ポスト (1) post, position, (2) mailbox
N 415 9 切手 きって stamp
1GVi 416 9 いる いる (1) need, require,  (2) take, cost
N 417 9 ガイド（さん） ガイド（さん） a guide
Grt. 418 9 お疲れ様でした おつかれさまでした You must be tired. well done.
Adv. 419 9 これから これから from now on, after this, after this
N 420 9 旅館 りょかん Japanese-style inn
N 421 9 市内 しない in the city, through the city, within the city, around the city
N 422 9 観光 かんこう sightseeing
2GVt 423 9 預ける あずける leave, entrust, check, deposit
N 424 9 温泉 おんせん (1 )hot spring,  (2) hot-spring resort
N 425 9 夕食 ゆうしょく supper, dinner
N、na -A 426 9 自由 じゆう freedom, liberty
N 427 9 とき とき (1) time, (2) moment, occasion, (3) chance, opportunity
N 428 9 駅前 えきまえ （in） front of the train station
N 429 9 （お）店 みせ store, shop
N 430 9 ケーキ ケーキ cake
N 431 9 電車 でんしゃ （electric) train, streetcar, trolley
N 432 9 乗り換え のりかえ ｔransfer
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 433 9 方法 ほうほう way, manner, method, approach
N 434 9 インターネット インターネット  Internet

2GVt 435 9 調べる しらべる
(1) check, investigate, (2) look up, see, consult,
(3) search, (4) question, examine

1GVt 436 9 下ろす おろす (1) take down, bring down, put down, (2) let off, drop, (3) 
N 437 10 テニス テニス tennis
N 438 10 手紙 てがみ letter, note, mail
1GVt 439 10 待つ まつ (1)wait, (2) look foprward to
1GVt 440 10 誘う さそう (1) invite, ask,  (2) call for, (3) induce, (4) tempt, seduce
N 441 10 町 まち town, city
Ctr. 442 10 （お）二人 ふたり two persons
Grt. 443 10 おはよう（ございます） おはようございます Good morning!

2GVt 444 10 かける かける
(1) hang, hook, (2) put, place, (3) put up, stand, (4) water, pour, 
sprinkle, (5) tie, bind,  (6) span, (7) start, turn on, 
(8) wear, have on, put on, (9) sit, (10) sit

N 445 10 約束 やくそく promise, one's word, appointment, engagement, date
N 446 10 さっき さっき a little while ago
N、VN 447 10 準備 じゅんび preparation, arrangement, readiness
Adv. 448 10 そろそろ そろそろ (1) slowly, gingerly, (2) soon, before long, (3) almost, nearly
1GVi 449 10 始まる はじまる (1) begin, (2) start, (3) open, (4) set in, (5) break out
N 450 10 映画館 えいがかん movie theater, cinema
1GVi 451 10 向かう むかう (1) head (for), (2) face

Grt. 452 10 失礼します しつれいします
(1) I'll excuse myself, (2) Excuse me, (3) Excuse me for 
interrupting, (4) May I come in?

N 453 10 会議 かいぎ meeting, conference, convention
N 454 10 資料 しりょう material, data
Int. 455 10 あれ（っ）？ あれ（っ）？ Huh? Hey! Oh?
Adv. 456 10 どこか どこか somewhere, someplace, anywhere, anyplace
N 457 10 商品 しょうひん goods, merchandise, product
Exp. 458 10 もう少し もうすこし a little longer, a little more
N 459 11 近所 きんじょ neighborhood, vicinity
N 460 11 プール プール swímming pòol
1GVi 461 11 泳ぐ およぐ swim
N 462 11 今週 こんしゅう this week
N 463 11 コーヒー コーヒー coffee
N 464 11 毎朝 まいあさ every morning

N 465 11 休み やすみ
(1) rest, (2) break, recess, (3) pause, (4) holiday, vacation, 
(5) absence, (6) no school, no classes, no lessons

N 466 11 犬 いぬ (1) dog, (2) spy
N、VN 467 11 散歩 さんぽ walk, stroll, ramble
Adv. 468 11 たいてい たいてい (1) generally, usually, mostly, (2) probably
N 469 11 会社員 かいしゃいん company employee, office worker
N 470 11 教師 きょうし teacher
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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
N 471 11 中学校 ちゅうがっこう junior high school
N 472 11 英語 えいご English, the English language
N 473 11 パソコン パソコン personal computer
N 474 11 アルバイト アルバイト a part-time job; a job on the side
N 475 11 （ご）家族 かぞく family
N 476 11 イギリス イギリス Britain, England
N 477 11 姉 あね elder sister, big sister
N 478 11 日本 にほん Japan
N 479 11 病院 びょういん hospital
N 480 11 市 し city
N 481 11 アメリカ アメリカ the United States of America
N 482 11 大学 だいがく university, college
N 483 11 ～屋 や …shop, …store, …place
N 484 11 父 ちち father
N 485 11 母 はは mother
N 486 11 味 あじ (1) taste, flavor, (2) charm, (3) experience, taste
i -A 487 11 懐かしい なつかしい good old, dear, familiar

2GVi 488 12 飽きる あきる
lose interest (in), get tired (of), get fed up (with), get sick (of), 
have enough (of)

Adv. 489 12 何度も なんども again and again, over and over again
Adv.、Conj. 490 12 また また also, too, as well
N 491 12 テレビ テレビ television,　TV
N 492 12 調子 ちょうし (1) condition, (2) tone, tune, key, pitch,  (3) way, manner

i -A 493 12 おかしい おかしい
(1) amusing, funny, laughable, (2) strange, odd, (3) unusual, 
(4) improper, (5) suspicious

N 494 12 電気 でんき electricity, electric current, an electric light
Int. 495 12 あーあ あーあ Ah!, Oh!, Alas!
N、VN 496 12 修理 しゅうり repair, fixing, mending
Ctr. 497 12 ～回 かい a time, a round, a game, ann inning
Ctr. 498 12 ～目 め the … th (e.g. the first, the second, the third, the fourth,…)
N、VN 499 12 メール メール e-mail
N 500 12 （お）返事 （お）へんじ answer, reply, response
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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

Copyright:2013 Bonjinsha Co., LTD. 



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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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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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
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
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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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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
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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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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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
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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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
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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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
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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品詞 通し番号 課 語彙 読み方 英語訳
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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