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動詞型 (1) buy a cup (1)カップを買う
動詞型 (2) choose a coin (2)コインを選ぶ
動詞型 (3) eat the cabbage (3)キャベツを食べる
動詞型 (4) have a pet (4)ペットを飼う
動詞型 (5) kick a ball (5)ボールを蹴る
動詞型 (6) open my mouth (6)口を開ける
動詞型 (7) run the race (7)レースを走る
動詞型 (8) please the guest (8)客を楽しませる
動詞型 (9) record the drama (9)ドラマを録画する
動詞型 (10) kiss her cheek (10)彼女の頬にキスする
動詞型 (11) carry your textbook (11)教科書を運ぶ
動詞型 (12) cook meat (12)肉を料理する
動詞型 (13) finish school (13)学校を卒業する
動詞型 (14) imagine the life (14)人生を想像する
動詞型 (15) love nature (15)自然を愛する
動詞型 (16) play the guitar (16)ギターを弾く
動詞型 (17) spend money (17)お金を遣う
動詞型 (18) answer the telephone (18)電話に出る
動詞型 (19) build a nest (19)巣を作る
動詞型 (20) bring joy (20)喜びをもたらす
動詞型 (21) sharpen a pencil (21)鉛筆を削る（とがらせる）
動詞型 (22) clean the house (22)家を掃除する
動詞型 (23) eat the goat (23)ヤギを食べる
動詞型 (24) have fun (24)楽しむ
動詞型 (25) kill a butterfly (25)蝶を殺す
動詞型 (26) own a ball (26)ボールを所有する
動詞型 (27) see a rabbit (27)ウサギを見る
動詞型 (28) touch my nose (28)鼻を触る
動詞型 (29) mark the calendar (29)カレンダーに印を付ける
動詞型 (30) like cats (30)ネコが好きだ
動詞型 (31) catch a cold (31)風邪をひく
動詞型 (32) cut a pattern (32)模様を切る
動詞型 (33) finish my work (33)仕事を終える
動詞型 (34) invite a student (34)生徒を招待する
動詞型 (35) make a snowman (35)雪だるまを作る
動詞型 (36) practice the piano (36)ピアノを練習する
動詞型 (37) stop work (37)仕事をやめる
動詞型 (38) visit my uncle (38)叔父を訪問する
動詞型 (39) drive a truck (39)トラックを運転する
動詞型 (40) bring the key (40)カギを持ってくる
動詞型 (41) buy the umbrella (41)傘を買う
動詞型 (42) clean the table (42)テーブルをきれいにする
動詞型 (43) enter the fair (43)大会に参加する
動詞型 (44) help the turtle (44)亀を助ける
動詞型 (45) know the place (45)場所を知っている
動詞型 (46) paint a picture (46)絵を描く
動詞型 (47) sell a book (47)本を売る
動詞型 (48) train my dog (48)犬を調教する
動詞型 (49) broadcast the news (49)ニュースを放送する
動詞型 (50) miss the bus (50)バスに乗り遅れる
動詞型 (51) catch five fish (51)５匹の魚を捕まえる
動詞型 (52) draw a circle (52)円を描く
動詞型 (53) go straight (53)まっすぐ進む
動詞型 (54) keep my memories (54)記憶を保つ
動詞型 (55) need a tent (55)テントを必要とする
動詞型 (56) read a book (56)本を読む
動詞型 (57) take a bath (57)風呂に入る
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動詞型 (58) want a motorbike (58)バイクを欲しがる
動詞型 (59) get a toothache (59)歯が痛くなる
動詞型 (60) lift the rock (60)岩を持ち上げる
動詞型 (61) call my grandfather (61)祖父に電話をかける
動詞型 (62) close the curtain (62)カーテンを閉める
動詞型 (63) find a fact (63)事実を見つける
動詞型 (64) hold a brush (64)毛筆を握る
動詞型 (65) lend a CD (65)CDを貸す
動詞型 (66) park a bike (66)自転車を止める
動詞型 (67) send an e-mail (67)ｅメールを送る
動詞型 (68) try the dance (68)ダンスに挑戦する
動詞型 (69) wear a sweater (69)セーターを着る
動詞型 (70) believe my ears (70)自分の耳を信じる
動詞型 (71) change the color (71)色を変える
動詞型 (72) drink coffee (72)コーヒーを飲む
動詞型 (73) have a pain (73)痛む
動詞型 (74) keep the rhythm (74)リズムを守る
動詞型 (75) open the window (75)窓を開ける
動詞型 (76) ride a bike (76)自転車に乗る
動詞型 (77) take a look (77)見る
動詞型 (78) wash my hands (78)手を洗う
動詞型 (79) jump the bench (79)ベンチを飛ぶ
動詞型 (80) say your name (80)名前を述べる
動詞型 (81) call the police (81)警察に電話をする
動詞型 (82) collect cans (82)缶を集める
動詞型 (83) find the area (83)場所を見つける
動詞型 (84) hold a contest (84)コンテストを開催する
動詞型 (85) live a life (85)生活をする
動詞型 (86) play basketball (86)バスケットボールをする
動詞型 (87) sing a song (87)歌を歌う
動詞型 (88) use the light (88)電灯を使う
動詞型 (89) write a poem (89)詩を書く
動詞型 (90) break a bone (90)骨を折る
動詞型 (91) add sugar (91)砂糖を加える
動詞型 (92) collect dolls (92)人形を集める
動詞型 (93) design a facility (93)施設を設計する
動詞型 (94) express your feeling (94)気持ちを表す
動詞型 (95) hear my heartbeat (95)心音を聞く
動詞型 (96) leave a message (96)伝言を残す
動詞型 (97) protect nature (97)自然を守る
動詞型 (98) give our opinion (98)私たちの意見を述べる
動詞型 (99) start a conversation (99)会話を始める
動詞型 (100) use a cellphone (100)携帯電話を使う
動詞型 (101) bridge cultures (101)文化の橋渡しをする
動詞型 (102) correct their pronunciation (102)発音を直す
動詞型 (103) enjoy the view (103)眺めを楽しむ
動詞型 (104) grow cucumbers (104)キュウリを育てる
動詞型 (105) invent soft tennis (105)軟式テニスを発明する
動詞型 (106) meet a minister (106)大臣に会う
動詞型 (107) receive an award (107)報酬を受け取る
動詞型 (108) sign the suitcase (108)旅行かばんにサインをする
動詞型 (109) teach French (109)フランス語を教える
動詞型 (110) charge a tax (110)課税する
動詞型 (111) bake a pumpkin (111)カボチャを焼く
動詞型 (112) comfort their children (112)子どもを慰める
動詞型 (113) destroy the wetlands (113)湿地を破壊する
動詞型 (114) expect demand (114)需要を期待する
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動詞型 (115) hit the roof (115)屋根にぶつかる
動詞型 (116) leave the island (116)島を離れる
動詞型 (117) pull his boat (117)ボートを引っ張る
動詞型 (118) scare a friend (118)友だちを怖がらせる
動詞型 (119) start a fund (119)基金を始める
動詞型 (120) walk my dog (120)犬を散歩する
動詞型 (121) improve quality (121)品質を改善する
動詞型 (122) create a book (122)本を作る
動詞型 (123) enjoy your flight (123)飛行を楽しむ
動詞型 (124) hate my father (124)父親を憎む
動詞型 (125) join demonstration (125)デモに参加する
動詞型 (126) move the bicycle (126)自転車を動かす
動詞型 (127) recommend the magazine (127)雑誌を薦める
動詞型 (128) slam the door (128)ドアをぴしゃりと閉める
動詞型 (129) throw a stone (129)石を投げる
動詞型 (130) get sick (130)病気になる
動詞型 (131) begin a campaign (131)キャンペーンを始める
動詞型 (132) compare host families (132)ホストファミリーを比較する
動詞型 (133) do my best (133)最善を尽くす
動詞型 (134) follow your heart (134)心に従う
動詞型 (135) hurt other creatures (135)他の動植物を傷つける
動詞型 (136) lose species (136)種を失う
動詞型 (137) raise her children (137)子どもを育てる
動詞型 (138) see your passport (138)パスポートを見る
動詞型 (139) study Japanese culture (139)日本文化を学ぶ
動詞型 (140) watch the fireworks (140)花火を見る
動詞型 (141) change my habit (141)習慣を変える
動詞型 (142) criticize his comic (142)彼のマンガを批判する
動詞型 (143) enter the stadium (143)競技場に入る
動詞型 (144) have a good time (144)良い時間を過ごす
動詞型 (145) judge the information (145)情報を判断する
動詞型 (146) offer a tour (146)旅を提供する
動詞型 (147) remember the rule (147)規則を覚えている
動詞型 (148) smell gasoline (148)ガソリンの匂いがする
動詞型 (149) touch her earlobe (149)耳たぶを触る
動詞型 (150) copy his notebook (150)彼のノートを写す
動詞型 (151) bend the paper (151)紙を折る
動詞型 (152) complete the run (152)完走する
動詞型 (153) drop the treasure (153)宝を落とす
動詞型 (154) gather some snow (154)雪を集める
動詞型 (155) influence a director (155)（映画）監督に影響を与える
動詞型 (156) make a speech (156)演説をする
動詞型 (157) raise your hand (157)手を挙げる
動詞型 (158) shake their headache (158)頭を振る
動詞型 (159) surf the Internet (159)インターネットをサーフィンする
動詞型 (160) watch your step (160)足下に気をつける
動詞型 (161) check my messages (161)メッセージを確認する
動詞型 (162) cross the road (162)道を横切る
動詞型 (163) exchange letters (163)手紙を交換する
動詞型 (164) have a stomachache (164)胃がいたい
動詞型 (165) land the plane (165)飛行機を着陸させる
動詞型 (166) plant the seed (166)種を植える
動詞型 (167) return home (167)家に帰る
動詞型 (168) solve the problem (168)問題を解決する
動詞型 (169) treasure your life (169)人生を大切にする
動詞型 (170) turn left (170)左に曲がる
動詞型 (171) borrow the videotape (171)ビデオを借りる
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動詞型 (172) continue his work (172)彼の仕事を続ける
動詞型 (173) end poverty (173)貧困を終わらせる
動詞型 (174) get a scholarship (174)奨学金を得る
動詞型 (175) introduce the team (175)チームを紹介する
動詞型 (176) make trouble (176)ごたごたを起こす
動詞型 (177) reach the lake (177)湖に着く
動詞型 (178) show my children (178)子どもに見せる
動詞型 (179) take medicine (179)薬を飲む
動詞型 (180) win the right (180)権利を勝ち取る
動詞型 (181) issue a stamp (181)切手を発行する
動詞型 (182) decorate the gate (182)入り口を飾る
動詞型 (183) explain the meaning (183)意味を説明する
動詞型 (184) have good luck (184)幸運に恵まれる
動詞型 (185) learn magic (185)マジックを学ぶ
動詞型 (186) beat the drum (186)太鼓をたたく
動詞型 (187) save our earth (187)我々の地球を守る
動詞型 (188) speak perfect English (188)申し分のない英語を話す
動詞型 (189) understand your anger (189)あなたの怒りを理解する
動詞型 (190) burn some wood (190)木を燃やす
動詞型 (191) climb the tower (191)塔に登る
動詞型 (192) publish a diary (192)日記を出版する
動詞型 (193) forget a password (193)パスワードを忘れる
動詞型 (194) strike the desk (194)机を叩く
動詞型 (195) attend the conference (195)会議に出席する
動詞型 (196) hang a horseshoe (196)馬蹄をかける
動詞型 (197) produce rice (197)米を作る
動詞型 (198) respect others (198)他者を尊敬する
動詞型 (199) pick a dress (199)服を選ぶ
動詞型 (200) share the responsibility (200)責任を分担する
動詞型 (201) guess the cause (201)理由を推測する
動詞型 (202) trust my brother (202)兄を信じる
動詞型 (203) notice the classmate (203)級友に気づく
動詞型 (204) achieve a goal (204)目標に到達する
動詞型 (205) feel the warmth (205)暖かさを感じる
動詞型 (206) gain wealth (206)富を手に入れる
動詞型 (207) remove a barrier (207)障害物を移動する
動詞型 (208) feel confident (208)自信を感じる
動詞型 (209) wave his arms (209)両腕を振る
動詞型 (210) announce a wedding (210)結婚を発表する
動詞型 (211) control a machine (211)機械を制御する
動詞型 (212) push his body (212)体を押す
動詞型 (213) hide a hamburger (213)ハンバーガーを隠す
動詞型 (214) taste the meal (214)食事を味わう
動詞型 (215) count the syllables (215)子音を数える
動詞型 (216) launch a rocket (216)ロケットを発射する
動詞型 (217) provide an activity (217)活動を提供する
動詞型 (218) reuse glass bottles (218)ガラス瓶を再利用する
動詞型 (219) shoot a monster (219)怪物を撃つ
動詞型 (220) increase the brightness (220)明るさを上げる（増やす）
動詞型 (221) hunt a wolf (221)オオカミを狩る
動詞型 (222) decide the title (222)タイトルを決める
動詞型 (223) put the rope (223)ロープを置く
動詞型 (224) answer a riddle (224)なぞなぞを答える
動詞型 (225) fix the gears (225)ギアを直す
動詞型 (226) pollute the air (226)大気を汚染する
動詞型 (227) remove a landmine (227)地雷を除去する
動詞型 (228) manage a university (228)大学を経営する
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動詞型 (229) obey his master (229)主人に従う
動詞型 (230) approach the valley (230)谷に近づく
動詞型 (231) face death (231)死に直面する
動詞型 (232) repeat the sentence (232)文を繰り返す
動詞型 (233) show courage (233)勇気を見せる
動詞型 (234) tell my order (234)注文を伝える
動詞型 (235) dedicate his life (235)人生を捧げる
動詞型 (236) lead the village (236)村を指導する
動詞型 (237) quit his job (237)仕事を辞める
動詞型 (238) steal the seeds (238)種を盗む
動詞型 (239) swing his arms (239)腕を振る
動詞型 (240) understand the importance (240)重要性を理解する
動詞型 (241) melt honey (241)蜂蜜を溶かす
動詞型 (242) fit his image (242)イメージに合う
動詞型 (243) serve breakfast (243)朝食を出す
動詞型 (244) appreciate the difference (244)違いを理解する
動詞型 (245) focus the attention (245)注意を集中させる
動詞型 (246) press the shutter (246)シャッターを切る（押す）
動詞型 (247) report the fight (247)ケンカを報告する
動詞型 (248) pass the bookstore (248)書店を通り過ぎる
動詞型 (249) punish nobody (249)誰も罰しない
動詞型 (250) polish my shoes (250)靴を磨く
動詞型 (251) fail the course (251)講座を落第する
動詞型 (252) surprise my grandmother (252)祖母を驚かせる
動詞型 (253) mark homework (253)宿題を採点する
動詞型 (254) worry your parents (254)両親を心配させる
動詞型 (255) dump garbage (255)ゴミを捨てる
動詞型 (256) lose his wallet (256)財布をなくす
動詞型 (257) reflect your words (257)ことばを反映する
動詞型 (258) wag his tail (258)尾を振る
動詞型 (259) toast the bread (259)パンを焼く
動詞型 (260) spread its wings (260)両翼を広げる
名詞型 (1)a wild animal (1)野生動物
名詞型 (2)a silver medal (2)銀メダル
名詞型 (3)a dark world (3)暗い世界
名詞型 (4)a high school student (4)高校生
名詞型 (5)a poor boy (5)かわいそうな男の子
名詞型 (6)good parents (6)良い両親
名詞型 (7)the next leader (7)次のリーダー
名詞型 (8)a fast horse (8)早い馬
名詞型 (9)a skiing ground (9)スキー場
名詞型 (10)the final quiz (10)最終問題
名詞型 (11)a dark night (11)暗い夜
名詞型 (12)a high mountain (12)高い山
名詞型 (13)a normal car (13)ふつうの車
名詞型 (14)a silly idea (14)愚かな考え
名詞型 (15)a white beach (15)白い砂浜
名詞型 (16)cold water (16)冷たい水
名詞型 (17)the new coach (17)新しいコーチ
名詞型 (18)a dirty flag (18)汚れた旗
名詞型 (19)a red ribbon (19)赤いリボン
名詞型 (20)the far fire (20)遠くの家事
名詞型 (21)a concert tour (21)コンサートツアー
名詞型 (22)a happy family (22)幸せな家族
名詞型 (23)a nice eraser (23)すてきな消しゴム
名詞型 (24)a short way (24)短い道のり
名詞型 (25)a volunteer doctor (25)ボランティアの医師
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名詞型 (26)classical music (26)クラシック音楽
名詞型 (27)the local people (27)地元の人々
名詞型 (28)a clear case (28)はっきりした事例
名詞型 (29)a pretty flower (29)可愛い花
名詞型 (30)old clothes (30)古着(古い洋服）
名詞型 (31)a cloudy day (31)曇りの日
名詞型 (32)a good gift (32)素敵な贈り物
名詞型 (33)a music festival (33)音楽祭（音楽の祭り）
名詞型 (34)a science club (34)科学部
名詞型 (35)a volleyball player (35)バレーボール選手
名詞型 (36)blue sky (36)青い空
名詞型 (37)the last chance (37)最後の機会
名詞型 (38)a busy nurse (38)忙しい看護師
名詞型 (39)a music program (39)音楽番組
名詞型 (40)my son's sox (40)息子の靴下
名詞型 (41)a car accident (41)車の事故
名詞型 (42)a good dancer (42)上手なダンサー
名詞型 (43)a million gun (43)１００万丁の銃
名詞型 (44)a school cafeteria (44)学校の食堂
名詞型 (45)a top photographer (45)最高の写真家（トップ写真家）
名詞型 (46)an old building (46)古い建物
名詞型 (47)the first step (47)最初の一歩
名詞型 (48)a blood bank (48)血液銀行
名詞型 (49)a model moon (49)模型の月
名詞型 (50)my sister's baby (50)姉の赤ちゃん
名詞型 (51)a birthday party (51)誕生日パーティ
名詞型 (52)a good cook (52)上手な調理師
名詞型 (53)a math teacher (53)数学の先生
名詞型 (54)a school bag (54)スクールバッグ（学校のバッグ）
名詞型 (55)a tennis racket (55)テニスラケット
名詞型 (56)an international game (56)国際的な試合
名詞型 (57)the dry season (57)乾期（乾燥した季節）
名詞型 (58)a black cloud (58)黒い雲
名詞型 (59)a milk pot (59)牛乳ビン
名詞型 (60)husband and wife (60)夫婦
名詞型 (61)a big whale (61)大きな鯨
名詞型 (62)a gold medal (62)金メダル
名詞型 (63)a long river (63)長い川
名詞型 (64)a robot contest (64)ロボットコンテスト
名詞型 (65)a strong wind (65)強い風
名詞型 (66)an electric car (66)電気自動車
名詞型 (67)summer vacation (67)夏休み
名詞型 (68)a band member (68)バンドのメンバー
名詞型 (69)a kind aunt (69)親切なおば
名詞型 (70)apple juice (70)リンゴジュース
名詞型 (71)a big hole (71)大きな穴
名詞型 (72)a flower shop (72)花屋さん（花のお店）
名詞型 (73)a long neck (73)長い首
名詞型 (74)a rice cake (74)もち（お米のケーキ）
名詞型 (75)a softball game (75)ソフトボールの試合
名詞型 (76)a young girl (76)若い女の子
名詞型 (77)such a question (77)そのような質問
名詞型 (78)your hotel address (78)あなたのホテルの住所
名詞型 (79)a hard winter (79)厳しい冬
名詞型 (80)an active actor (80)活動的な俳優
名詞型 (81)a big hat (81)大きな帽子
名詞型 (82)a fan letter (82)ファンレター
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名詞型 (83)a junior high school student (83)中学生
名詞型 (84)a red car (84)赤い車
名詞型 (85)a small insect (85)小さな昆虫
名詞型 (86)a yellow uniform (86)黄色の制服
名詞型 (87)spring vacation (87)春休み
名詞型 (88)wind power (88)風力（風の力）
名詞型 (89)a giant size (89)巨大（特大）なサイズ
名詞型 (90)a video camera (90)ビデオカメラ
名詞型 (91)a baseball cap (91)野球帽（野球の帽子）
名詞型 (92)a famous writer (92)有名な作家
名詞型 (93)a Japanese kid (93)日本の子ども
名詞型 (94)a real aim (94)本当の狙い
名詞型 (95)a small box (95)小さな箱
名詞型 (96)a world champion (96)世界チャンピオン
名詞型 (97)short hair (97)短い髪
名詞型 (98)the sun's heat (98)太陽の熱
名詞型 (99)a full text (99)全文
名詞型 (100)a TV station (100)テレビ局
名詞型 (101)a bad word (101)悪い表現（悪いことば）
名詞型 (102)a difficult test (102)難しいテスト
名詞型 (103)a hot drink (103)温かい飲み物
名詞型 (104)a rainy day (104)雨の日
名詞型 (105)a small bird (105)小さな鳥
名詞型 (106)a windy day (106)風の強い日
名詞型 (107)hungry people (107)お腹を空かせた人々
名詞型 (108)the same age (108)同い年
名詞型 (109)a fresh egg (109)新鮮な卵
名詞型 (110)a taxi driver (110)タクシー運転手
名詞型 (111)a bicycle chain (111)自転車のチェーン
名詞型 (112)a sand clock (112)砂時計
名詞型 (113)the right word (113)適切なことば
名詞型 (114)a class project (114)クラスの計画
名詞型 (115)a football match (115)サッカーの試合
名詞型 (116)a large wheel (116)大きな車輪
名詞型 (117)a short string (117)短い糸
名詞型 (118)a weak voice (118)弱々しい声
名詞型 (119)an ordinary student (119)普通の生徒
名詞型 (120)the first prize (120)一等賞
名詞型 (121)a beer bottle (121)ビール瓶
名詞型 (122)a second grade (122)２学年
名詞型 (123)the third week (123)第３週
名詞型 (124)a college student (124)大学生（大学の生徒）
名詞型 (125)a foreign language (125)外国語（外国の言語）
名詞型 (126)a lonely place (126)人気のない場所
名詞型 (127)a similar tragedy (127)同じような悲劇
名詞型 (128)a wide waterfall (128)幅の広い滝
名詞型 (129)big success (129)大成功
名詞型 (130)the Nobel Peace Prize (130)ノーベル平和賞
名詞型 (131)a chocolate candy (131)チョコレートキャンディ
名詞型 (132)a swimming pool (132)水泳プール
名詞型 (133)toy blocks (133)積み木（オモチャのブロック）
名詞型 (134)a colorful leaf (134)色とりどりの葉
名詞型 (135)a front engine (135)前のエンジン
名詞型 (136)a loud voice (136)おおきな声
名詞型 (137)a snowball fight (137)雪合戦（雪玉の闘い）
名詞型 (138)a wonderful singer (138)素晴らしい歌手
名詞型 (139)dangerous work (139)危険な仕事
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名詞型 (140)the same origin (140)同じ起源
名詞型 (141)a cream pie (141)クリームパイ
名詞型 (142)a ticket rate (142)切符料金
名詞型 (143)a bad sprit (143)悪い霊魂
名詞型 (144)a computer room (144)コンピュータールーム（部屋）
名詞型 (145)a funny experience (145)おもしろい経験
名詞型 (146)a mother tongue (146)母語（母親の言語）
名詞型 (147)a snowy day (147)雪の日
名詞型 (148)action games (148)アクションゲーム（戦闘ゲーム）
名詞型 (149)global warming (149)地球温暖化
名詞型 (150)the sweet smell (150)甘い香り
名詞型 (151)a down train (151)下り電車
名詞型 (152)a tiger's coat (152)トラのコート
名詞型 (153)a beautiful sunset (153)美しい夕日（日没の光景）
名詞型 (154)a cute character (154)かわいい登場人物
名詞型 (155)a good wine (155)良いワイン
名詞型 (156)a movie theater (156)映画館
名詞型 (157)a solar panel (157)太陽光パネル
名詞型 (158)an American scientist (158)アメリカ人の科学者
名詞型 (159)health food (159)健康食品
名詞型 (160)their unhappy history (160)彼らの不幸な歴史
名詞型 (161)a food ticket (161)食券（食事の券）
名詞型 (162)a vegetable menu (162)野菜メニュー
名詞型 (163)a big adventure (163)大冒険
名詞型 (164)a danger sign (164)危険徴候
名詞型 (165)a great artist (165)偉大な芸術家
名詞型 (166)a paper clip (166)紙クリップ（ペイパークリップ）
名詞型 (167)a special event (167)特別な行事
名詞型 (168)an art museum (168)美術館（芸術の博物館）
名詞型 (169)medical school (169)医科大学（医学部）
名詞型 (170)your favorite subject (170)あなたの好きな教科
名詞型 (171)a group photo (171)団体（グループ）写真
名詞型 (172)a weather map (172)天気図（天気の地図）
名詞型 (173)a big aquarium (173)大きな水族館
名詞型 (174)a deep ocean (174)深い海
名詞型 (175)a greenhouse gas (175)温室効果ガス
名詞型 (176)a past event (176)過去の出来事
名詞型 (177)a sports gym (177)スポーツジム（体育館）
名詞型 (178)an atomic bomb (178)原子爆弾
名詞型 (179)modern life (179)現代の生活
名詞型 (180)a careful figure (180)注意深い人
名詞型 (181)a hundred dollars (181)100ドル
名詞型 (182)half a tomato (182)半分のトマト
名詞型 (183)a blind person (183)目の見えない人
名詞型 (184)a different reason (184)違う理由
名詞型 (185)a handmade apron (185)手作りのエプロン
名詞型 (186)a picture card (186)絵はがき
名詞型 (187)a straight line (187)まっすぐな線
名詞型 (188)an autumn festival (188)秋祭り
名詞型 (189)my elderly neighbor (189)年配の近所の人
名詞型 (190)a carrot stick (190)にんじんスティック（料理）
名詞型 (191)a little cake (191)少しのケーキ
名詞型 (192)ink color (192)インクの色
名詞型 (193)a bright star (193)輝いている星
名詞型 (194)a different system (194)違う仕組み
名詞型 (195)a holy place (195)神聖な場所
名詞型 (196)a popular snack (196)人気のあるお菓子
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名詞型 (197)a terrible storm (197)ひどい嵐
名詞型 (198)an exciting attraction (198)わくわくさせるアトラクション
名詞型 (199)my homegrown rice (199)私の故郷で作られた米
名詞型 (200)a cheap blanket (200)安っぽい毛布
名詞型 (201)an oil company (201)石油会社
名詞型 (202)late dinner (202)遅い夕食
名詞型 (203)a cheerful smile (203)うれしそうな笑顔
名詞型 (204)a different type (204)異なるタイプ
名詞型 (205)a huge manta (205)巨大なマンタ
名詞型 (206)a post office (206)郵便局
名詞型 (207)a theme song (207)テーマ曲
名詞型 (208)an important tournament (208)大切なトーナメント（試合）
名詞型 (209)northern countries (209)北の国
名詞型 (210)a Christmas present (210)クリスマスプレゼント
名詞型 (211)the Japanese crane (211)タンチョウ鶴（日本の鶴）
名詞型 (212)many lemons (212)たくさんのレモン
名詞型 (213)a cherry tree (213)桜の木
名詞型 (214)a door handle (214)ドアの取っ手
名詞型 (215)a hungry lion (215)お腹の減ったライオン
名詞型 (216)a rear engine (216)後部エンジン
名詞型 (217)a traffic light (217)信号（交通信号）
名詞型 (218)an interesting gesture (218)面白いジェスチャー
名詞型 (219)our last wish (219)私たちの最後の願い
名詞型 (220)a clever woman (220)頭の良い女性
名詞型 (221)a rainbow rose (221)虹色のバラ
名詞型 (222)my dear dad (222)私の大切なお父さん
名詞型 (223)a chorus contest (223)合唱コンテスト
名詞型 (224)a famous musician (224)有名なミュージシャン
名詞型 (225)a jacket button (225)ジャケットのボタン
名詞型 (226)a recycling center (226)リサイクルセンター
名詞型 (227)a training center (227)トレーニングセンター
名詞型 (228)an interesting website (228)面白いサイト
名詞型 (229)soccer practice (229)サッカーの練習
名詞型 (230)a comfortable chair (230)座り心地の良いイス
名詞型 (231)a sad year (231)悲しい年
名詞型 (232)my grandma's cooking (232)祖母の料理
名詞型 (233)a city library (233)市の図書館
名詞型 (234)a fantastic trip (234)すばらしい旅行
名詞型 (235)a large basket (235)大きなかご
名詞型 (236)a roller coaster (236)ジェットコースター
名詞型 (237)a voice trainer (237)ボイストレーナー（声の訓練士）
名詞型 (238)an old shrine (238)古い寺院
名詞型 (239)the beautiful scenery (239)美しい風景
名詞型 (240)a cool planet (240)冷たい惑星
名詞型 (241)a healthy child (241)健康的な子ども
名詞型 (242)a sinking ship (242)沈没しつつある船
名詞型 (243)serious damage (243)深刻な損害
名詞型 (244)a hero's welcome (244)英雄扱いの歓迎
名詞型 (245)a vegetable farmer (245)野菜農家
名詞型 (246)a capital letter (246)大文字
名詞型 (247)a leather ball (247)皮のボール
名詞型 (248)a wheelchair user (248)車いす利用者
名詞型 (249)the official language (249)公用語（公の言語）
名詞型 (250)an angry attack (250)怒りに満ちた攻撃
名詞型 (251)a mild headache (251)軽い頭痛
名詞型 (252) intention (252)本当の意図（気持ち）
名詞型 (253)a history report (253)歴史のレポート
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名詞型 (254)a slow poison (254)ゆっくり効く毒
名詞型 (255)several oranges (255)いくつかのオレンジ
名詞型 (256)a human tooth (256)人間の歯
名詞型 (257)an awful joke (257)ひどい冗談
名詞型 (258)a Christian priest (258)キリスト教の司祭
名詞型 (259)a living thing (259)生き物（生きているもの）
名詞型 (260)an amusement park (260)遊園地
名詞型 (261)the ozone layer (261)オゾン層
名詞型 (262)an empty plate (262)何ものっていない皿（空の皿）
名詞型 (263)a pleasant chat (263)楽しいおしゃべり
名詞型 (264)superior intelligence (264)優秀な知性
名詞型 (265)an honest daughter (265)正直な娘
名詞型 (266)a war story (266)戦争の話
名詞型 (267)spaghetti soup (267)スープスパゲティ
名詞型 (268)a knocking sound (268)ノックをする音
名詞型 (269)an opera fan (269)オペラのファン
名詞型 (270)a common sport (270)一般的なスポーツ
名詞型 (271)a mysterious country (271)不可解な国
名詞型 (272)an ancient pond (272)古池（古い池）
名詞型 (273)the whole town (273)街全体（全体の街）
名詞型 (274)an excellent drama (274)素晴らしい芝居
名詞型 (275)a solution method (275)簡単な解決
名詞型 (276)a hospital bed (276)病院のベッド
名詞型 (277) afternoon tea (277)午後のお茶
名詞型 (278)space travel (278)宇宙旅行
名詞型 (279)a lady visitor (279)女性の訪問客
名詞型 (280)difficulty level (280)難易度（難しさのレベル）
名詞型 (281)a computer engineer (281)コンピューター技術者
名詞型 (282)a national holiday (282)国民の休日
名詞型 (283)an artificial leg (283)人工の足
名詞型 (284)the wrong floor (284)違う階
名詞型 (285)enemy territory (285)敵の領土
名詞型 (286)a square shape (286)正方形（正方形の形）
名詞型 (287)a lazy cowboy (287)怠惰なカウボーイ
名詞型 (288) airport noise (288)空港の騒音
名詞型 (289)the gorilla's name (289)ゴリラの名前
名詞型 (290)a lazy person (290)怠惰な人
名詞型 (291)ladies' toilets (291)女性用トイレ
名詞型 (292)a computer programmer (292)コンピュータープログラマー
名詞型 (293)a natural cure (293)自然の解決策
名詞型 (294)an elegant restaurant (294)格調高いレストラン
名詞型 (295)actual starvation (295)実際の飢餓
名詞型 (296)musical style (296)音楽様式
名詞型 (297)a wooden spoon (297)木のスプーン
名詞型 (298)a married couple (298)夫婦（結婚したカップル）
名詞型 (299)an easy choice (299)簡単な選択
名詞型 (300)the wall and ceiling (300)壁と天井
名詞型 (301)a low fever (301)微熱（低い熱）
名詞型 (302)perfect beauty (302)完璧な美しさ
名詞型 (303)a conditioner bottle (303)コンディショナーの瓶
名詞型 (304)a plastic tray (304)プラスチックのお盆
名詞型 (305)an evil sprit (305)悪霊（邪悪な霊）
名詞型 (306)universal design (306)ユニバーサルデザイン（人類に共通のデザイ
名詞型 (307)smooth skin (307)なめらかな肌
名詞型 (308)an election poster (308)選挙ポスター
名詞型 (309)a morning greeting (309)朝の挨拶
名詞型 (310)an expensive hobby (310)お金のかかる（高価な）趣味
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名詞型 (311)the west entrance (311)西門（西の入り口）
名詞型 (312)a photograph album (312)写真アルバム
名詞型 (313)the basic meaning (313)基本的な意味
名詞型 (314)a convenience store (314)コンビニ（便利なお店）
名詞型 (315)a practice game (315)練習試合
名詞型 (316)an impressive thing (316)印象的なもの
名詞型 (317)a insect cage (317)虫かご
名詞型 (318)social support (318)社会的支援
名詞型 (319)downstairs hall (319)階下の廊下
名詞型 (320)a newspaper reporter (320)新聞記者
名詞型 (321)another matter (321)別のこと
名詞型 (322)useful advice (322)役に立つアドバイス
名詞型 (323)a polite clerk (323)礼儀正しい店員
名詞型 (324)the main dish (324)主菜（主要な料理）
名詞型 (325)countless animals (325)数え切れないほどの動物
名詞型 (326)a previous night (326)前夜
名詞型 (327)bare feet (327)素足（裸の足）
名詞型 (328)a junior officer (328)後輩の士官
名詞型 (329)the opposite direction (329)反対の（逆の）方向
名詞型 (330)equal weight (330)同じ重量
名詞型 (331)a noisy supermarket (331)騒がしいスーパー
名詞型 (332)business hours (332)営業時間
名詞型 (333)a bean salad (333)豆サラダ
名詞型 (334)a quick result (334)素早い結論
名詞型 (335)the rain forest (335)（熱帯）多雨林
名詞型 (336)a crowded boat (336)混雑した船
名詞型 (337)a priority seat (337)優先席
名詞型 (338)disabled people (338)障がい者（障がいのある人々）
名詞型 (339)a necessary measure (339)必要な対策
名詞型 (340)a awful joke (340)ひどい冗談
名詞型 (341)memory content (341)記憶内容
名詞型 (342)a public phone (342)公衆電話
名詞型 (343)clean energy (343)きれいなエネルギー
名詞型 (344)a boring lesson (344)退屈な授業
名詞型 (345)a rough plan (345)だいたいの計画
名詞型 (346)discount price (346)シャンプーの値段
名詞型 (347)a cultured man (347)教養のある人
名詞型 (348)a science fiction movie (348)科学小説映画
名詞型 (349)effective communication (349)効果的なコミュニケーション
名詞型 (350)a nervous moment (350)緊張の一瞬
名詞型 (351)a cheese factory (351)チーズ工場
名詞型 (352)pork shoulder (352)豚の肩肉
名詞型 (353)a quiet church (353)静かな教会
名詞型 (354)delicous curry (354)美味しいカレー
名詞型 (355)a corner point (355)端点（端の点）
名詞型 (356)a safe guide (356)安全な（信頼できる）案内人
名詞型 (357)the usual salad (357)いつものサラダ
名詞型 (358)a dead stream (358)死んだ川
名詞型 (359)a secondhand store (359)中古品店（中古品のお店）
名詞型 (360)environmental pollution (360)環境汚染
名詞型 (361)a precious violin (361)貴重なバイオリン
名詞型 (362)a common purpose (362)共通の目的
名詞型 (363)pure luck (363)全くの運
名詞型 (364)a raw egg (364)生卵
名詞型 (365)each weekend (365)毎週末（それぞれの週末）
名詞型 (366)a deep breath (366)深呼吸（深い呼吸）
名詞型 (367)a small dot (367)小さな点



D
O

 N
O

T 
C

O
PY

名詞型 (368)tomorrow evening (368)明日の晩
名詞型 (369)a flea market (369)フリーマーケット（ノミの市）
名詞型 (370)a secret message (370)秘密の伝言
名詞型 (371)eternal peace (371)永遠の平和
名詞型 (372)a prison diet (372)刑務所の食事
名詞型 (373)a cotton handkerchief (373)木綿のハンカチ
名詞型 (374)the custom symbol (374)伝統の象徴
名詞型 (375)a regular meeting (375)例会（いつもの会合）
名詞型 (376)enough fruits (376)十分な果物
名詞型 (377)a dirty trick (377)汚い策略
名詞型 (378)a tall stranger (378)背の高い見ず知らずの人
名詞型 (379)a wet floor (379)濡れた床
名詞型 (380)a former slave (380)かつての奴隷
名詞型 (381)a service dog (381)介助犬（奉仕をするイヌ）
名詞型 (382)farm chemicals (382)農薬（農場の化学薬品）
名詞型 (383)a responsible adult (383)責任のある大人
名詞型 (384)the agent contract (384)代理店契約
名詞型 (385)electricity costs (385)電気料金
名詞型 (386)a rich cousin (386)金持ちのいとこ
名詞型 (387)fine weather (387)晴れた天気
名詞型 (388)a back street (388)裏通り
名詞型 (389)a terrible mistake (389)大きな（ひどい）ミス
名詞型 (390)a quick method (390)素早い方法
名詞型 (391)a foster program (391)里親プログラム（事業）
名詞型 (392)a stormy sea (392)嵐の海
名詞型 (393)government worker (393)公務員（行政の労働者）
名詞型 (394)a sore throat (394)喉の痛み（痛い喉）
名詞型 (395)an education environment (395)教育環境
名詞型 (396)steep stairs (396)急な階段
名詞型 (397)a ring collection (397)指輪の収集
名詞型 (398)free movement (398)自由な動き
名詞型 (399)a fall camp (399)秋キャンプ
名詞型 (400)a thousand pages (400)1000ページ
名詞型 (401)heavy fog (401)濃い霧
名詞型 (402)a future generation (402)将来の世代
名詞型 (403)a traditional festival (403)伝統的な祭り
名詞型 (404)industrial waste (404)産業廃棄物
名詞型 (405)a strange purpose (405)意外な目的
名詞型 (406)a feather pen (406)羽ペン
名詞型 (407)the pipeline condition (407)パイプライン（送油管）の状態
名詞型 (408)a silent temple (408)静かな寺
名詞型 (409)his surprised eyes (409)彼の驚いた目
名詞型 (410)a familiar sight (410)見慣れた光景
名詞型 (411)a tired foot (411)疲れた足
名詞型 (412)a lunch table (412)昼食用のテーブル
名詞型 (413)a garden fence (413)庭のフェンス
名詞型 (414)a tremendous difference (414)とても大きな違い
名詞型 (415)nuclear waste (415)核廃棄物
名詞型 (416)a strong accent (416)強いなまり
名詞型 (417)a major operation (417)大手術
名詞型 (418)thirsty fields (418)乾いた田畑
名詞型 (419)a simple example (419)単純な例
名詞型 (420)a cash sale (420)現金販売
名詞型 (421)a heavy package (421)重たい箱（小包）
名詞型 (422)a toy industry (422)玩具産業
名詞型 (423)a heavy exercise (423)激しい運動
名詞型 (424)a kite festival (424)凧祭り
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名詞型 (425)a unique melody (425)独特なメロディ
名詞型 (426)spider web (426)クモの巣
名詞型 (427)a valuable painting (427)高価な絵
名詞型 (428)a merry laugh (428)陽気な笑い
名詞型 (429)a secret promise (429)秘密の約束
名詞型 (430)a metal object (430)金属の物体
句動詞 (1)come in (1)入る
句動詞 (2)come on (2)さあさあ
句動詞 (3)count down (3)数える
句動詞 (4)dress up (4)仮装する、正装する
句動詞 (5)get up (5)起きる
句動詞 (6)go away (6)立ち去る
句動詞 (7)look up (7)見上げる
句動詞 (8)sit down (8)腰を下ろす
句動詞 (9)stand up (9)立ち上がる
句動詞 (10)look around (10)あたりを見る
句動詞 (11)come back (11)戻ってくる
句動詞 (12)come over (12)こっちへ来る
句動詞 (13)die out (13)絶滅する
句動詞 (14)fall down (14)落ちる
句動詞 (15)go off (15)出発する
句動詞 (16)go on (16)続ける
句動詞 (17)pass around (17)順々に回す
句動詞 (18)set off (18)（旅行などに）出発する
句動詞 (19)take off (19)離陸する、出発する
句動詞 (20)turn down (20)（音量などを）下げる
句動詞 (21)bend over (21)かがみこむ
句動詞 (22)blow up (22)爆破する
句動詞 (23)hang up (23)電話を切る
句動詞 (24)hold on (24)（電話を切らずに）待つ
句動詞 (25)pass away (25)他界する
句動詞 (26)run away (26)逃げる
句動詞 (27)set out (27)出発する
句動詞 (28)wake up (28)目が覚める
句動詞 (29)make up his mind (29)私に折り返し電話をする
句動詞 (30)write me back (30)返事を下さい
句動詞 (31)clean up the park (31)公園をすっかりきれいにする
句動詞 (32)get off the subway (32)地下鉄を降りる
句動詞 (33)give up his dream (33)夢をあきらめる
句動詞 (34)go back to Canada (34)カナダにもどる
句動詞 (35)have a hat on (35)帽子をかぶっている
句動詞 (36)pick him up (36)彼を（車で）迎えに行く
句動詞 (37)take over the business (37)仕事を継ぐ
句動詞 (38)try the shirt on (38)シャツを試着する
句動詞 (39)turn off the right (39)ライトを消す
句動詞 (40)walk up to him (40)彼に近寄る
句動詞 (41)find out the reason (41)原因を見つけ出す
句動詞 (42)get on a horse (42)馬に乗る
句動詞 (43)look for my dictionary 辞書を探す
句動詞 (44)call me back (44)決心する
句動詞 (45)shut up the house (45)家を閉鎖する
句動詞 (46)take out the seed (46)その種を取り出す
句動詞 (47)throw away plastic bags (47)ビニール袋を捨てる
句動詞 (48)turn his boat over (48)船をひっくり返す
句動詞 (49)put on your shoes (49)靴を履く
句動詞 (50)listen to the radio (50)ラジオを聞く
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