
単語 品詞 意味 用例
1 actress 名 女優 a good actress
2 adult 名 大人、成人 become an adult
3 allow 動 （～に）・・・するのを許す、許可する allow him to study aborad
4 appear 動 現れる appear on the stage
5 autumn 名 秋 in autumn
6 barrier 名 障壁、障害 a language barrier
7 bean 名 豆 coffee beans
8 beauty 名 美しさ、美 beauty of the sea
9 both 形 両方の both ways
10 celebrate 動 ・・・を祝う celebrate her birthday
11 cheerful 形 明るい、元気な a cheerful boy
12 coat 名 上着、コート take off my coat
13 college 名 大学 go to college
14 colorful 形 色鮮やかな、派手な find a colorful bird
15 content 名 内容 the content of her speech
16 courage 名 勇気 have the courage to…
17 dancer 名 ダンサー、踊る人 a famous dancer
18 danger 名 危険、危険性 There is a danger of…
19 death 名 死 after the death of his father
20 disaster 名 災害、参事 a natural disaster
21 discover 動 ・・・を発見する、見つける discover new land
22 dress 名 ドレス、衣服 a nice summer dress
23 driver 名 運転手、ドライバー a taxi driver
24 early 形 早い early lunch 
25 earn 動 ・・・を得る、かせぐ earn money
26 eighteenth 名 18番目（の） in the eighteenth century
27 entertainment 名 娯楽、気晴らし good entertainment
28 equal 形 等しい、平等な All men are equal.
29 exchange 動 ・・・を交換する、両替する exchange ideas
30 factory 名 工場 a car factory
31 fifteenth 名 15番目（の） on october 15(fifteenth)
32 final 形 最後の the final day of a year
33 florist 名 花屋 He is a florist.
34 fourteenth 名 14番目（の） in the fourteenth century
35 freedom 名 自由 fight for freedom
36 friendship 名 友情、親交 an old friendship
37 gather 動 ・・・を集める、（人々・もの）が集まる gathera lot of information
38 graduate 動 卒業する（from・・・) graduate from junior high school
39 guide 動 ・・・を案内する、導く guide him into the building
40 happiness 名 幸福・幸せ、うれしさ a feeling of happiness
41 huge 形 巨大な a huge mountain
42 ill 形 病気の、気分が悪い feel ill
43 illness 名 病気の、気分が悪い suffer from an illness
44 image 名 像、印象、イメージ What's your image of the company?
45 imagine 動 想像する Can you imagine that?
46 injury 名 けが・負傷 a serious injury
47 joke 名 冗談、ジョーク tell a joke
48 judge 動 ・・・を判断する judge people by…
49 kick 動 ・・・を蹴る kick a ball
50 last 動 続く The war lasted for many years.
51 law 名 法律、法則 against the law
52 lawyer 名 法律家、弁護士 work as a lawyer
53 loud 副 大声で Speak louder.
54 machine 名 機械 use the machine
55 middle 名 中央、真ん中 in thr middle of May
56 nation 名 国・国家 small nations
57 neighboorhood名 近所、近隣、付近 in this neighborhood
58 ninteenth 名 19番目（の） in the nineteenth century
59 noise 名 音・騒音・雑音 hear a noise
60 noisy 形 やかましい、騒々しい、大きな音を立てる a noisy car
61 normal 形 普通の、標準の the normal temperature
62 open 形 開いた Every window was open.
63 opposite 形 反対の、反対側の the opposite side of the road
64 order 動 （～に）・・・するよう命令する（to・・・) order him to do his job
65 overseas 形 海外の、外国の an overseas student
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66 perhaps 副 おそらく Perhaps he will come.
67 pianist 名 ピアニスト a good pianist
68 probably 副 おそらく It will probably rain soon.
69 quietly 副 静かに open the door quietly
70 regular 形 規則的な、規則正しい、いつもの have regular meetings
71 remove 動 ・・・を取り除く remove the books from the desk
72 respect 名 尊敬 have a great respect for human life
73 responsible 形 責任のある be responsible for the job
74 scene 名 景色、光景 enjoy a beautiful scene
75 seat 名 座席、椅子 take a seat
76 sixteenth 名 16番目（の） in the sixteenth century
77 skill 名 技術 an important skill
78 straight 形 まっすぐな a straight line
79 suffer 動 ・・・を患う（from）、・・・のために苦しむ suffer from a headache
80 sweater 名 セーター wear the sweater
81 taste 動 ・・・な味がする taste delicious
82 technology 名 科学技術 new technology
83 thirteenth 名 13番目（の） the thirteenth street
84 thirtieth 名 30番目（の） his thirtieth birthday
85 tooth 名 歯＜複数＞teeth lose a tooth
86 toothahe 名 歯痛 have a toothache
87 topic 名 話題・トピック、主題・テーマ change the topic
88 tradition 名 伝統 have a long tradition
89 twentieth 名 20番目（の） in the twentieth century
90 wave 動 （手などを）振る wave my hands
91 windy 形 風の強い、風のある a windy day


