
単語 意味
1 attend 出席する
2 cancel 取り消す
3 climb 登る
4 cut 切る
5 design デザインする
6 hang 掛ける
7 knock ノックする
8 let させる
9 oversleep 寝過ごす

10 prepare 準備する
11 reise 上げる
12 repeat 繰り返す
13 rise 上がる、(太陽が)登る
14 seem ～のように思われる
15 smile ほほえむ
16 touch 触る
17 wonderful ～だろうかと思う
18 act 演じる、行動する
19 add 加える
20 appear 現れる
21 arrest 逮捕する
22 boil ゆでる
23 burn 燃える
24 cause 引き起こす
25 cheer 元気づける
26 communicate 意思疎通する
27 control 制御する
28 decorate 飾る
29 direct 監督する
30 disappear 消える
31 discover 発見する
32 escape 逃げる
33 explain 説明する
34 express 表現する
35 fail 落ちる、失敗する
36 feed 食べ物を与える
37 fix 修理する
38 fold 折りたたむ
39 greet 挨拶する



40 hide 隠れる
41 hike ハイキングする
42 hunt 狩りをする
43 impress 印象づける
44 injure 怪我をさせる
45 interview インタビューする
46 judge 判断する
47 laugh 笑う
48 lay 横たえる
49 lead 導く
50 marry 結婚する
51 mix 混ぜる
52 offer 提供する
53 produce 生産する
54 pull 引く
55 realize 気づく
56 record 録画する
57 recycle 再利用する
58 shine 輝く
59 shock ショックを与える
60 shoot 撃つ
61 smoke タバコを吸う
62 solve 解く
63 spell つづる
64 support 支える
65 survive 生き残る
66 waste 無駄に使う
67 wish 望む
68 activity 活動
69 address 住所
70 adult 大人
71 age 年齢
72 apartment アパート
73 aquarium 水族館
74 arm 腕
75 basket かご
76 battle 戦い
77 block 区画
78 body 体
79 business 仕事



80 button ボタン
81 ceiling 天井
82 centimeter センチメートル
83 ceremoney 儀式
84 chef シェフ
85 closet クローゼット
86 corner 角
87 costume 衣装
88 custom 慣習
89 department store デパート
90 difference 違い
91 director 監督する
92 drugstore 薬局
93 fever 熱
94 field 野原、畑
95 figure 図
96 flight 飛行機の便
97 furniture 家具
98 garbage ごみ
99 grandson 孫息子
100 grass 草、芝生
101 guide ガイド
102 hallway 廊下
103 hero 英雄
104 holiday 休日
105 horizon 地平線
106 illness 病気
107 list リスト
108 memory 思い出
109 middle 真ん中
110 midnight 真夜中
111 model 型、模型
112 musical ミュージカル
113 neighborhood 近所
114 noon 正午
115 opinion 意見
116 oven オーブン
117 pajamas パジャマ
118 planet 惑星
119 pleasure 喜び



120 pocket ポケット
121 police 警察
122 puppy 子犬
123 radio ラジオ
124 schedule 予定
125 score 点数
126 shuttle bus 往復便
127 sight 視力
128 sofa ソファ
129 storm 嵐
130 tie ネクタイ
131 trouble トラブル
132 voice 声
133 action 行動
134 advice アドバイス
135 award 賞
136 beginning はじめ
137 billion 10億円
138 blackboard 黒板
139 camp キャンプ
140 capital 首都
141 castle 城
142 climate 気候
143 comic 漫画本
144 communication コミュニケーション
145 damage ダメージ
146 danger 危険
147 death 死
148 desert 砂漠
149 difficulty 困難
150 earthquake 地震
151 elevator エレベーター
152 enemy 敵
153 energy エネルギー
154 examination 試験
155 expression 表現
156 firework 花火
157 flag 旗
158 fork フォーク
159 freedom 自由



160 fridge 冷蔵庫
161 friendship 友情
162 generation 世代
163 gesture ジェスチャー
164 glass コップ、ガラス
165 glove 手袋
166 gram グラム
167 grandparent 祖父母
168 greeting 挨拶
169 heat 熱
170 hint ヒント
171 hole 穴
172 horse 馬
173 host 主人
174 importance 重要性
175 ink インク
176 juice ジュース
177 leaf 葉
178 license 免許
179 mirror 鏡
180 neighbor 近所の人
181 nephew おい
182 noise 騒音
183 note メモ
184 novel 小説
185 oil 油
186 owner 所有者
187 pain 痛み
188 passenger 乗客
189 peace 平和
190 performance 演技
191 port 港
192 postcard はがき
193 program 計画、番組
194 resort リゾート
195 rocket ロケット
196 sadness 悲しみ
197 safety 安全
198 salesclerk 販売員
199 scene 場面



200 scissors はさみ
201 shampoo シャンプー
202 shape 形
203 shower シャワー
204 shrine 神社
205 sightseeing 観光
206 skill 技術
207 sneaker スニーカー
208 soldier 兵士、軍人
209 speed 速度
210 stadium スタジアム
211 stair 階段
212 state 州
213 statue 像
214 steak ステーキ
215 stomach 胃
216 stranger 見知らぬ人
217 sugar 砂糖
218 suit スーツ
219 suitcase スーツケース
220 sunrise 日の出
221 sunset 日没
222 symbol 象徴
223 temperature 温度
224 tradition 伝統
225 twin 双子
226 typhoon 台風
227 wine ワイン
228 wing 翼
229 asleeep 眠って
230 bright 明るい
231 careful 注意深い
232 central 中央の
233 clever 利口な
234 comfortable 心地よい
235 common 一般的な、共通の
236 cute かわいい
237 dark くらい
238 digital デジタルの
239 excellent 優れた



240 friendly 親しみやすい
241 healthy 健康的な
242 latest 最新の
243 local 地元の
244 natural 自然の
245 necessary 必要な
246 quiet 静かな
247 round 丸い
248 scared おびえた
249 several いくつかの
250 simple 簡単な、単純な
251 snowy 雪の
252 southern 南の
253 strong 強い
254 sweet 甘い
255 thick 厚い
256 thirsty 喉が渇いた
257 traditional 伝統的な
258 upset うろたえた
259 whole 全体の
260 alive 生きている
261 cheerful 元気のよい
262 dirty 汚い
263 elderly 年配の
264 helpful 役に立つ
265 huge 非常に大きい
266 impossible 不可能な
267 interational 国際的な
268 lonely 寂しい
269 low 低い
270 luckey 運がいい
271 mild 温和な
272 noisy 騒がしい
273 official 公式の
274 outdoor 屋外の
275 peaceful 平和な
276 polite 礼儀正しい
277 powerful 強力な
278 serious 真剣な
279 suprising 驚くべき



280 tasty おいしい
281 tight きつい
282 wet ぬれた
283 anytime いつでも
284 anyway とにかく
285 anywere (疑問文で)どこかへ
286 badly ひどく
287 instead 代わりに
288 online オンラインで
289 safely 安全に
290 actually 実際
291 aloud 声に出して
292 carefully 注意深く
293 overseas 海外へ
294 softly 優しく
295 unfortunately 不運にも
296 upstairs 上の階へ
297 although ～だけれども
298 among (3つ以上の)間で
299 toward ～の方へ
300 above ～の上に


