
単語 意味
1 deliver 配達する
2 answer 答える
3 believe 信じる
4 collect 集める
5 cost 費用がかかる
6 cross 横切る
7 die 死ぬ
8 enter 入る
9 fall 落ちる

10 fight 戦う
11 hurt 傷つける
12 jog ジョギングする
13 lose 失う
14 pay 支払う
15 protect 保護する
16 reach 着く、届く
17 ride 乗る
18 share 共有する
19 agree 賛成する
20 catch 捕まえる
21 celebrate 祝う
22 check 調べる
23 contact 連絡をとる
24 expect 予想する
25 fly 飛ぶ
26 follow ついていく
27 forget 忘れる
28 hit 打つ
29 hurry 急ぐ
30 invent 発明する
31 kill 殺す
32 pass 合格する、手渡す
33 perform 演じる
34 shut 閉める
35 smell においがする
36 taste 味がする
37 attack 攻撃する
38 carry 運ぶ
39 continue 続ける



40 cry 泣く
41 destroy 破壊する
42 exchange 交換する
43 fit 合う
44 guess 推測する
45 imagine 想像する
46 introduce 紹介する
47 jump ジャンプする
48 mean 意味する
49 order 注文する
50 push 押す
51 relax くつろぐ
52 sail 航海する
53 serve (食事を)出す
54 shake hands 握手をする
55 shout 叫ぶ
56 snowboard スノーボード
57 steal 盗む
58 throw 投げる
59 wake 目がさめる
60 welcom 歓迎する
61 height 高さ
62 hurricane ハリケーン
63 icecream アイスクリーム
64 Olympic オリンピック
65 parade パレード
66 stamp 切手
67 woker 労働者
68 air 空気
69 airport 空港
70 bike 自転車
71 cafeteria カフェテリア
72 chance 機会
73 circle 円
74 customer 客
75 dream 夢
76 ear 耳
77 exam 試験
78 fire 火、火事
79 million 100万



80 mountain 山
81 page ページ
82 panda パンダ
83 phone 電話
84 photo 写真
85 poster ポスター
86 present プレゼント
87 problem 問題
88 race 競争
89 rule 規則
90 scarf スカーフ
91 star 星
92 theater 映画館
93 uniform 制服
94 wedding 結婚式
95 accident 事故
96 athlete スポーツ選手
97 bakery パン屋
98 bank 銀行
99 bicycle 自転車
100 captain 主将
101 celebration お祝い
102 cell phone 携帯電話
103 center 中心
104 century 世紀
105 child 子ども
106 Chinese 中国人、中国語
107 cloth 布
108 coat コート
109 dollar ドル
110 dress ドレス
111 example 例
112 experience 経験
113 frence フェンス
114 German ドイツ人、ドイツ語
115 grade 成績
116 grandfather 祖父
117 hamburger ハンバーガー
118 hometown 故郷
119 Internet インターネット



120 line 列、線
121 living room 居間
122 locker ロッカー
123 manager 支配人
124 meal 食事
125 museum 博物館、美術館
126 point 点
127 pollution 汚染
128 reason 理由
129 recipe 調理法
130 sale セール
131 sandwich サンドイッチ
132 science 科学
133 secret 秘密
134 side 側面
135 slice 1切れ
136 textbook 教科書
137 tool 道具
138 top 頂上
139 tour ツアー
140 tourist 旅行客
141 wood 木材
142 actress 女優
143 adventure 冒険
144 alarm 警報、アラーム
145 barbecue バーべキュー
146 bathroom 浴室、トイレ
147 beginner 初心者
148 bottom 底
149 bridge 橋
150 coach コーチ
151 comedy コメディー
152 computer コンピューター
153 continent 大陸
154 course 講座、進路
155 court (テニスの)コート
156 decoration 飾り
157 dentist 歯医者
158 description 描写、説明
159 dessert デザート



160 dining 食事
161 discount 割引
162 doughnut ドーナツ
163 entrance 入り口
164 environment 環境
165 fact 事実
166 fruit 果物
167 gate 門
168 gift 贈り物
169 goal ゴール、目標
170 goldgish 金魚
171 headache 頭痛
172 health 健康
173 hill 丘
174 hobby 趣味
175 homestay ホームステイ
176 jeans ジーンズ
177 key 鍵
178 kid 子ども
179 kilogram キログラム
180 kitchen 台所
181 land 陸、土地
182 language 言語
183 law 法律
184 librarian 図書館員
185 mark 印
186 mayor 市長
187 meat 肉
188 medal メダル
189 necklace ネックレス
190 nurse 看護師
191 painting 絵
192 pancake パンケーキ
193 price 価格
194 project 計画
195 promise 約束
196 queen 女王
197 rest 急速
198 rock 岩
199 schoolwork 学校の勉強



200 science fiction SF、空想科学小説
201 section 部門
202 sentence 文
203 sign 看板
204 sir (男性に対して)お客様
205 snack おやつ
206 stew シチュー
207 sweater セーター
208 system 制度
209 telephone 電話
210 thousand 1000

211 trick 芸、いたずら
212 type 型
213 view 眺め
214 village 村
215 waiter ウェイター
216 wallet 財布
217 bottle びん
218 classroom 同級生
219 classroom 教室
220 meter メートル
221 video ビデオ
222 national 国の
223 crowded 混雑した
224 daily life 日常生活
225 excited (人が)わくわくした
226 female 女性の
227 junior 年下の
228 loud (音が)大きい
229 male 男性の
230 possible 可能な
231 sad 悲しい
232 such そのような、このような
233 easy 簡単な
234 expensive 値段の高い
235 fast 速い
236 few 2、3の
237 full いっぱいの
238 half 半分
239 heavy 重い



240 homesick ホームシックの
241 own 自分自身の
242 shy 内気な
243 silent 静かな
244 trur 本当の
245 wonderful すばらしい
246 absent 欠席して
247 boring (ものが)退屈な
248 broken 壊れた
249 cheap 安い
250 cloudy 曇った
251 dangerous 危険な
252 deep 深い
253 elementery school 小学校
254 enjoyable 楽しい
255 familiar 見慣れた、聞き慣れた
256 fresh 新鮮な
257 funny 面白い、おかしい
258 human 人間
259 less ～より少ない
260 narrow 狭い
261 perfect 完全な
262 poor 貧しい
263 public 公の
264 smart 利口な、賢い
265 usual いつもの、ふつうの
266 wide 幅が広い
267 short 短い、背の低い
268 sunny 晴れた
269 alone 1人で
270 anymore (否定文で)これ以上～ない
271 else その他に
272 finally ついに
273 maybe たぶん
274 almost ほとんど
275 easily 簡単に
276 either (否定文で)～も…ない
277 especially 特に
278 inside 内側
279 pretty とても、かなり



280 sincerely (手紙の結びで)敬具
281 sometimes ときどき
282 twice 2度
283 abrosd 海外へ
284 ahead 前に
285 cheply 安く
286 luckily 幸運にも
287 someday いつか
288 straight まっすぐに
289 suddenly 突然に
290 along ～に沿って
291 beside ～のそばに
292 against ～に反対して
293 behind ～の後ろに
294 without ～なしで
295 against (疑問で)何か
296 both 両方
297 something 何か
298 herself 彼女自身
299 nothing 何も～ない
300 someone 誰か


