
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

1 家族・構成 1 名詞 家族 family
2 家族・構成 2 名詞 祖父 grandfather
3 家族・構成 3 名詞 祖母 grandmother
4 家族・構成 4 名詞 お爺ちゃん grandpa
5 家族・構成 5 名詞 お婆ちゃん grandma
6 家族・構成 6 名詞 父親 father
7 家族・構成 7 名詞 母親 mother
8 家族・構成 8 名詞 お父さん dad
9 家族・構成 9 名詞 お母さん mom
10 家族・構成 10 名詞 夫 husband
11 家族・構成 11 名詞 妻 wife
12 家族・構成 12 名詞 パパ daddy
13 家族・構成 13 名詞 ママ mommy
14 家族・構成 14 名詞 両親 parents
15 家族・構成 15 名詞 赤ちゃん baby
16 家族・構成 16 名詞 息子 son
17 家族・構成 17 名詞 娘 daughter
18 家族・構成 18 名詞 子供 child
19 家族・構成 19 名詞 子供達 children
20 家族・構成 20 名詞 兄弟 brother
21 家族・構成 21 名詞 姉妹 sister
22 家族・構成 22 名詞 叔父（おじ） uncle
23 家族・構成 23 名詞 叔母（おば） aunt
24 家族・構成 24 名詞 従兄（いとこ） cousin
25 家族・構成 25 名詞 姪（めい） niece
26 家族・構成 26 名詞 甥（おい） nephew
27 家族・構成 27 名詞 義理の父 father-in-law
28 家族・構成 28 名詞 義理の母 mother-in-law
29 家族・構成 29 名詞 娘婿 son-in-law
30 家族・構成 30 名詞 義理の兄弟 brother-in-law
31 家族・構成 31 名詞 義理の姉妹 sister-in-law
32 家族・構成 32 名詞 孫息子 grandson
33 家族・構成 33 名詞 孫娘 granddaughter
34 家族・構成 34 名詞 親戚 relative
35 家族・構成 35 名詞 一対の男女 couple
36 家族・構成 36 名詞 子供 kid
37 身体・名詞 1 名詞 頭 head
38 身体・名詞 2 名詞 髪の毛 hair
39 身体・名詞 3 名詞 顔 face
40 身体・名詞 4 名詞 耳 ear
41 身体・名詞 5 名詞 目 eye
42 身体・名詞 6 名詞 眉毛 eyebrow
43 身体・名詞 7 名詞 頬（ほお） cheek
44 身体・名詞 8 名詞 額（ひたい） forehead
45 身体・名詞 9 名詞 首 neck
46 身体・名詞 10 名詞 口 mouth
47 身体・名詞 11 名詞 唇（くちびる） lip
48 身体・名詞 12 名詞 口ひげ moustache
49 身体・名詞 13 名詞 鼻 nose
50 身体・名詞 14 名詞 舌 tongue
51 身体・名詞 15 名詞 歯（一本） tooth
52 身体・名詞 16 名詞 のど throat
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53 身体・名詞 17 名詞 顎（あご） chin
54 身体・名詞 18 名詞 顎ひげ beard
55 身体・名詞 19 名詞 手 hand
56 身体・名詞 20 名詞 手の指 finger
57 身体・名詞 21 名詞 親指 thumb
58 身体・名詞 22 名詞 人差し指 index finger
59 身体・名詞 23 名詞 手首 wrist
60 身体・名詞 24 名詞 胸 breast
61 身体・名詞 25 名詞 胃、おなか stomach
62 身体・名詞 26 名詞 足 foot
63 身体・名詞 27 名詞 足（feetの複数形） feet
64 身体・名詞 28 名詞 膝（ひざ） knee
65 日常会話 1 間投詞 こんにちは hello
66 日常会話 2 間投詞 やあ hi
67 日常会話 3 副詞 はい yes
68 日常会話 4 副詞 いいえ no
69 日常会話 5 間投詞 おお、おや、まあ oh
70 日常会話 6 副詞 どうぞ please
71 日常会話 7 間投詞 ようこそ、歓迎 welcome
72 日常会話 8 間投詞 さようなら goodbye
73 日常会話 9 間投詞 じゃあね bye
74 日常会話 10 間投詞 うわー wow
75 数 1 名詞 数 number
76 数 2 名詞 0 zero
77 数 3 名詞 1 one
78 数 4 名詞 2 two
79 数 5 名詞 3 three
80 数 6 名詞 4 four
81 数 7 名詞 5 five
82 数 8 名詞 6 six
83 数 9 名詞 7 seven
84 数 10 名詞 8 eight
85 数 11 名詞 9 nine
86 数 12 名詞 10 ten
87 数 13 名詞 11 eleven
88 数 14 名詞 12 twelve
89 数 15 名詞 13 thirteen
90 数 16 名詞 14 fourteen
91 数 17 名詞 15 fifteen
92 数 18 名詞 16 sixteen
93 数 19 名詞 17 seventeen
94 数 20 名詞 18 eighteen
95 数 21 名詞 19 nineteen
96 数 22 名詞 20 twenty
97 数 23 名詞 30 thirty
98 数 24 名詞 40 forty
99 数 25 名詞 50 fifty
100 数 26 名詞 60 sixty
101 数 27 名詞 70 seventy
102 数 28 名詞 80 eighty
103 数 29 名詞 90 ninety
104 数 30 名詞 100 hundred
105 数 31 名詞 1000 thousand
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106 数 32 名詞 100万 million
107 数 33 名詞 １０億 billion
108 序数 1 形容詞 第１の first
109 序数 2 形容詞 第２の second
110 序数 3 形容詞 第３の third
111 序数 4 形容詞 第４の fourth
112 序数 5 形容詞 第5の fifth
113 序数 6 形容詞 第6の sixth
114 序数 7 形容詞 第7の seventh
115 序数 8 形容詞 第8の eighth
116 序数 9 形容詞 第9の ninth
117 序数 10 形容詞 第10の tenth
118 序数 11 形容詞 第11の eleventh
119 序数 12 形容詞 第12の twelfth
120 序数 13 形容詞 第13の thirteenth
121 序数 14 形容詞 第14の fourteenth
122 序数 15 形容詞 第15の fifteenth
123 序数 16 形容詞 第16の sixteenth
124 序数 17 形容詞 第17の seventeenth
125 序数 18 形容詞 第18の eighteenth
126 序数 19 形容詞 第19の nineteenth
127 序数 20 形容詞 第20の twentieth
128 序数 21 形容詞 第30の thirtieth
129 序数 22 形容詞 第40の fortieth
130 序数 16 形容詞 第50の fiftieth
131 序数 24 形容詞 第60の sixtieth
132 序数 25 形容詞 第70の seventieth
133 序数 26 形容詞 第80の eightieth
134 序数 27 形容詞 第90の ninetieth
135 序数 28 形容詞 第100の one hundredth
136 序数 29 形容詞 第200の two hundredth
137 数その他 1 形容詞 最初の initial
138 数その他 2 形容詞 ２次的な secondary
139 数その他 3 形容詞 ただ一つの single
140 数その他 4 形容詞 偶数の even
141 数その他 5 形容詞 奇数の odd
142 数その他 6 形容詞 倍の double
143 数その他 7 形容詞 １ダースの dozen
144 数その他 8 名詞 連続 series
145 暦 1 名詞 暦 calendar
146 暦・曜日 2 名詞 週 week
147 暦・曜日 3 名詞 日曜日 Sunday
148 暦・曜日 4 名詞 月曜日 Monday
149 暦・曜日 5 名詞 火曜日 Tuesday
150 暦・曜日 6 名詞 水曜日 Wednesday
151 暦・曜日 7 名詞 木曜日 Thursday
152 暦・曜日 8 名詞 金曜日 Friday
153 暦・曜日 9 名詞 土曜日 Saturday
154 暦・月 10 名詞 年 year
155 暦・月 11 名詞 １月 January
156 暦・月 13 名詞 ２月 February
157 暦・月 14 名詞 ３月 March
158 暦・月 15 名詞 ４月 April
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159 暦・月 16 名詞 ５月 May
160 暦・月 17 名詞 ６月 June
161 暦・月 18 名詞 ７月 July
162 暦・月 19 名詞 ８月 August
163 暦・月 20 名詞 ９月 September
164 暦・月 21 名詞 １０月 October
165 暦・月 22 名詞 １１月 November
166 暦・月 23 名詞 １２月 December
167 暦・月 24 名詞 月 month
168 暦・季節 25 名詞 季節 season
169 暦・季節 26 名詞 春 spring
170 暦・季節 27 名詞 夏 summer
171 暦・季節 28 名詞 秋 autumn
172 暦・季節 12 名詞 <米>秋 fall
173 暦・季節 29 名詞 冬 winter
174 暦 30 名詞 閏年（うるうどし） leap year
175 暦 31 副詞 毎年の annual
176 時・名詞 1 名詞 時間 time
177 時・名詞 1 名詞 瞬間 moment
178 時・名詞 2 名詞 朝 morning
179 時・名詞 3 名詞 正午 noon
180 時・名詞 4 名詞 午後 afternoon
181 時・名詞 5 名詞 夕方 evening
182 時・名詞 6 名詞 夜 night
183 時・名詞 7 名詞 真夜中 midnight
184 時・名詞 8 名詞 午前 A.M.
185 時・名詞 9 名詞 午後 P.M.
186 時・名詞 10 名詞 キリスト紀元 A.D.
187 時・名詞 11 名詞 紀元前 B.C.
188 時・名詞 12 名詞 日付 date
189 時・名詞 13 名詞 日中 day
190 時・名詞 14 名詞 現在 present
191 時・名詞 29 名詞 過去 past
192 時・名詞 15 名詞 未来 future
193 時・名詞 16 名詞 秒 second
194 時・名詞 17 名詞 分 minute
195 時・名詞 18 名詞 時間 hour
196 時・名詞 19 名詞 日 day
197 時・名詞 20 名詞 年 year
198 時・名詞 21 名詞 周期 cycle
199 時・名詞 22 名詞 場合 occasion
200 時・名詞 23 名詞 休止 pause
201 時・名詞 24 名詞 期間 period
202 時・名詞 25 名詞 特定の期間 term
203 時・名詞 26 名詞 十年間 decade
204 時・名詞 27 名詞 週末 weekend
205 時・名詞 28 名詞 １世紀 century
206 時・副詞 1 副詞 今日は today
207 時・副詞 2 副詞 今夜は tonight
208 時・副詞 3 副詞 明日は tomorrow
209 時・副詞 4 副詞 昨日 yesterday
210 時・副詞 5 副詞 一昨日 the day before yesterday
211 時・副詞 6 副詞 平日に weekdays
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212 時・副詞 7 副詞 一晩中 overnight
213 時・副詞 8 副詞 もう一度 again
214 時・副詞 9 副詞 ・・・前に ago
215 時・副詞 10 副詞 後で afterward(s)
216 時・副詞 11 副詞 一年中 all year around
217 時・副詞 12 副詞 毎年 every year
218 時・副詞 13 副詞 永遠に forever
219 時・副詞 14 副詞 直ちに immediately
220 時・副詞 15 副詞 月一回 once a month
221 時・副詞 16 副詞 近頃 recently
222 時・副詞 17 副詞 いつか someday
223 時・副詞 18 副詞 時々 sometimes
224 時・副詞 19 副詞 すでに already
225 時・副詞 20 副詞 まだ yet
226 時・副詞 21 副詞 早い時期に early
227 時・副詞 22 副詞 近頃 lately
228 時・副詞 23 副詞 今 now
229 時・副詞 24 副詞 敏速に quickly
230 時・副詞 25 副詞 ゆっくり slowly
231 時・副詞 26 副詞 もうすぐ soon
232 時・副詞 27 副詞 突然に suddenly
233 時・副詞 28 副詞 その次に then
234 時・副詞 29 副詞 来年の今日 this day next year
235 時・副詞 30 副詞 ・・・時 o'clock
236 時・前置詞 1 前置詞 以前に before
237 時・前置詞 2 前置詞 ・・・の間ずっと during
238 時・前置詞 3 前置詞 ・・・以来、ずっと since
239 時・前置詞 4 前置詞 ・・・まで till
240 時・前置詞 5 前置詞 ・・・まで until
241 時・接続詞 1 接続詞 ・・・の間 while
242 時・接続詞 2 接続詞 した後で after
243 時・形容詞 1 形容詞 次の next
244 時・形容詞 2 形容詞 最後の last
245 時・形容詞 3 形容詞 遅い late
246 時・形容詞 4 形容詞 新しい new
247 時・形容詞 5 形容詞 年とった old
248 時・形容詞 7 形容詞 ここ数年 these years
249 時・形容詞 8 形容詞 その年に優れていた of the year
250 時・形容詞 10 形容詞 毎日の daily
251 時・形容詞 11 形容詞 毎日の everyday
252 時・形容詞 12 形容詞 即座の immediate
253 時・形容詞 13 形容詞 近世の modern
254 時・形容詞 14 形容詞 週に一度 once a week
255 色 1 名詞 色 color
256 色 2 形容詞 赤い red
257 色 3 形容詞 黄色い yellow
258 色 4 形容詞 青い blue
259 色 5 形容詞 ピンク色の pink
260 色 6 形容詞 橙色の orange
261 色 7 形容詞 緑色の green
262 色 8 形容詞 紫色の purple
263 色 9 形容詞 黒い black
264 色 10 形容詞 白い white
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265 色 11 形容詞 灰色の gray
266 色 12 形容詞 茶色の brown
267 色 13 形容詞 金色の gold
268 音 1 名詞 音 sound
269 音 2 名詞 ハチの飛ぶ音 buzz
270 音 3 名詞 ボリボリと砕ける音 crunch
271 音 4 名詞 サラサラという音 rustle
272 音 5 名詞 時計の音 tick
273 音 6 名詞 シュワーと言う音 fizz
274 音 7 名詞 シューという音 hiss
275 音 8 名詞 鐘のなる音 ring
276 音 9 名詞 パキンと言う音 snap
277 音 10 名詞 パシャと言う音 splash
278 音 11 名詞 ブンブンいう音 whir
279 音 12 名詞 チリンと鳴る音 clink
280 音 13 名詞 ピシャリと言う音 slam
281 音 14 名詞 チリンチリンとなる音 tinkle
282 音 15 名詞 ポンという音 pop
283 音 16 名詞 ジュージューという音 sizzle
284 音 17 名詞 パチパチという音 crackle
285 音 18 名詞 ドシンドシンという重い音 stomp
286 音 19 名詞 ドーンという反響音 boom
287 音 20 名詞 パシッという音 crack
288 音 21 名詞 猫の鳴く声 meow
289 音 22 名詞 音楽 music
290 音 23 名詞 歌 song
291 音 24 名詞 声 voice
292 音 25 名詞 雑音 noise
293 音 26 形容詞 沈黙した silent
294 音 27 形容詞 騒がしい noisy
295 音 28 動詞 歌う sing
296 天候・名詞 1 名詞 天気 weather
297 天候 2 名詞 空気、様子 air
298 天候 3 名詞 空 sky
299 天候 4 名詞 青空 blue sky
300 天候 5 名詞 朝日 sunrise
301 天候 6 名詞 夕日 sunset
302 天候 7 名詞 黄昏 twilight
303 天候 8 名詞 月明かり moonlight
304 天候 9 名詞 雲 cloud
305 天候 10 名詞 雨 rain
306 天候 11 名詞 夕立 shower
307 天候 12 名詞 霙 sleet
308 天候 13 名詞 雨垂れ raindrop
309 天候 14 名詞 雷 thunder
310 天候 15 名詞 風 wind
311 天候 16 名詞 そよ風 breeze
312 天候 17 名詞 霜 frost
313 天候 18 名詞 霧 fog
314 天候 19 名詞 霞 mist
315 天候 20 名詞 露 dew
316 天候 21 名詞 台風 typhoon
317 天候 22 名詞 稲妻 lightning
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318 天候 23 名詞 猛吹雪 blizzard
319 天候 24 名詞 竜巻 tornado
320 天候 25 名詞 吹雪 snowstorm
321 天候 26 名詞 温度 temperature
322 天候 27 名詞 湿度 humidity
323 天候 28 名詞 温度計 thermometer
324 天候 29 名詞 気候 climate
325 天候 1 形容詞 快晴の fine
326 天候 2 形容詞 澄んだ clear
327 天候 3 形容詞 雲った cloudy
328 天候 4 形容詞 雨降りの rainy
329 天候 5 形容詞 風のある windy
330 天候 6 形容詞 暴風の stormy
331 天候 7 形容詞 雪の snowy
332 天候 8 形容詞 湿った wet
333 天候 9 形容詞 湿気の多い humid
334 天候 10 形容詞 程よく湿った moist
335 天候 11 形容詞 霧の foggy
336 天候 12 形容詞 霞の misty
337 天候 13 形容詞 暑い hot
338 天候 14 形容詞 暖かい warm
339 天候 15 形容詞 温暖な mild
340 天候 16 形容詞 穏やかな calm
341 天候 17 形容詞 寒い cold
342 天候 18 形容詞 涼しい cool
343 天候 19 形容詞 乾いた dry
344 天候 20 形容詞 泥だらけの muddy
345 天候 21 動詞 輝く shine
346 天候 22 動詞 キラキラ光る twinkle
347 天候 23 動詞 雨が降る rain
348 天候 24 動詞 吹く、鳴る、鳴らす blow
349 天候 25 動詞 雪が降る snow
350 天候 26 動詞 予報する forecast
351 生活行動 1 名詞 習慣 custom
352 生活行動 2 名詞 癖 habit
353 生活行動 3 動詞 目を覚ます wake
354 生活行動 4 動詞 朝寝坊する get up late
355 生活行動 5 動詞 顔を洗う wash my face
356 生活行動 6 動詞 櫛でとかす comb
357 生活行動 7 動詞 髭をそる shave
358 生活行動 8 動詞 朝食を作る make breakfast
359 生活行動 9 動詞 朝食を食べる eat breakfast
360 生活行動 10 動詞 歯を磨く brush my teeth
361 生活行動 11 動詞 勉強する study
362 生活行動 12 動詞 アイロンをかける iron
363 生活行動 13 動詞 良く見る watch
364 生活行動 14 動詞 傾聴する listen
365 生活行動 15 動詞 掃く sweep
366 生活行動 16 動詞 作る make
367 生活行動 17 動詞 手に取る take
368 生活行動 18 動詞 昼食を食べる eat lunch
369 生活行動 19 動詞 昼食を作る make lunch
370 生活行動 20 動詞 歩く walk
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371 生活行動 21 動詞 走る run
372 生活行動 1 動詞 座る sit
373 生活行動 2 動詞 立つ stand
374 生活行動 3 動詞 感じる feel
375 生活行動 4 動詞 笑う laugh
376 生活行動 5 動詞 聞く hear
377 生活行動 6 動詞 見る look
378 生活行動 7 動詞 見える see
379 生活行動 8 動詞 遊ぶ play
380 生活行動 9 動詞 切る cut
381 生活行動 10 動詞 握る hold
382 生活行動 11 動詞 押す push
383 生活行動 12 動詞 振る shake
384 生活行動 13 動詞 触れる touch
385 生活行動 14 動詞 夕食を作る make dinner
386 生活行動 15 動詞 夕食を食べる eat dinner
387 生活行動 16 動詞 風呂に入る take a bath
388 生活行動 17 動詞 床に就く go to bed
389 生活行動 18 動詞 欠伸をする yawn
390 生活行動 19 動詞 眠る sleep
391 生活行動 20 動詞 電話を掛ける call
392 方向 1 形容詞 右の right
393 方向 2 形容詞 左の left
394 方向 3 副詞 前方へ forward
395 方向 4 副詞 後ろへ backward
396 方向 5 副詞 上方へ up
397 方向 6 副詞 下方へ down
398 方向 7 副詞 東へ east
399 方向 8 副詞 北へ north
400 方向 9 副詞 南へ south
401 方向 10 前置詞 ・・・へ to
402 方向 11 前置詞 ・・・の方へ toward
403 方向 12 副詞 西へ west
404 方向 13 ～行きの bound
405 方向 14 形容詞 時計回りの clockwise
406 方向 15 形容詞 北方の northern
407 方向 16 形容詞 南方の southern
408 基本形容 1 形容詞 非常に大きい huge
409 基本形容 2 形容詞 大きい large
410 基本形容 3 形容詞 大きい big
411 基本形容 4 形容詞 小さい small
412 基本形容 5 形容詞 高い high
413 基本形容 6 形容詞 低い low
414 基本形容 7 形容詞 長い long
415 基本形容 8 形容詞 短い short
416 基本形容 9 形容詞 重い heavy
417 基本形容 10 形容詞 軽い light
418 心身 1 形容詞 幸せな happy
419 心身 2 形容詞 嬉しい glad
420 心身 3 形容詞 悲しい sad
421 心身 4 形容詞 心の篭った hearty
422 心身 5 形容詞 腹を立てた angry
423 心身 6 形容詞 若い young
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424 心身 7 形容詞 古い、年をとった old
425 心身 8 形容詞 喉が渇いた thirsty
426 心身 9 形容詞 快くやる willing
427 心身 10 形容詞 怖がる afraid
428 心身 12 形容詞 背が高い tall
429 心身 13 形容詞 背が低い short
430 心身 14 形容詞 生きている alive
431 心身 15 形容詞 死んでいる dead
432 心身 16 形容詞 力強い strong
433 心身 17 形容詞 弱い weak
434 心身 18 形容詞 お腹が空いた hungry
435 心身 19 形容詞 満腹した full
436 心身 20 形容詞 太った fat
437 心身 21 形容詞 健康な healthy
438 心身 23 形容詞 かげんが悪い ill
439 心身 24 形容詞 病気の sick
440 心身 25 形容詞 疲れた tired
441 心身 26 形容詞 顔立ちの良い good-looking
442 心身 27 形容詞 楽しい joyful
443 日々の生活 1 名詞 感情 feeling
444 日々の生活 2 名詞 幸福 happiness
445 日々の生活 3 名詞 喜び joy
446 日々の生活 4 名詞 心 mind
447 日々の生活 5 形容詞 可能な able
448 日々の生活 6 形容詞 良い good
449 日々の生活 7 形容詞 より良い better
450 日々の生活 8 形容詞 最高の best
451 日々の生活 9 形容詞 頭が良い smart
452 日々の生活 10 形容詞 有名な famous
453 日々の生活 11 形容詞 新鮮な fresh
454 日々の生活 12 形容詞 誠実な honest
455 日々の生活 13 形容詞 優しい kind
456 日々の生活 14 形容詞 すてきな nice
457 日々の生活 15 形容詞 聡明な wise
458 日々の生活 16 形容詞 人気のある popular
459 日々の生活 17 形容詞 重要な important
460 日々の生活 18 形容詞 必要な necessary
461 日々の生活 19 形容詞 真に迫った real
462 日々の生活 20 形容詞 同じの same
463 日々の生活 1 形容詞 簡単な simple
464 日々の生活 2 形容詞 特別な special
465 日々の生活 3 形容詞 役に立つ useful
466 日々の生活 4 形容詞 正しい right
467 日々の生活 5 形容詞 間違った wrong
468 日々の生活 6 形容詞 悪い bad
469 日々の生活 7 形容詞 より悪い worse
470 日々の生活 8 形容詞 もっとも悪い worst
471 日々の生活 9 形容詞 違った different
472 日々の生活 10 形容詞 結婚した married
473 日々の生活 11 形容詞 双子の twin
474 日々の生活 12 形容詞 決まり切った routine
475 日々の生活 13 形容詞 素早い quick
476 日々の生活 14 形容詞 目が覚めて awake
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477 日々の生活 15 形容詞 気づいている aware
478 日々の生活 16 形容詞 親しい familiar
479 日々の生活 17 副詞 眠って asleep
480 日々の生活 18 動詞 挨拶する greet
481 日々の生活 19 動詞 振舞う behave
482 日々の生活 20 動詞 行動する act
483 日々の生活 1 動詞 建てる build
484 日々の生活 2 動詞 選ぶ choose
485 日々の生活 3 動詞 置く set
486 日々の生活 4 動詞 泣く cry
487 日々の生活 5 動詞 描く（絵や線を）、引く draw
488 日々の生活 6 動詞 落とす drop
489 日々の生活 7 動詞 急ぐ hurry
490 日々の生活 8 動詞 摘み取る pick
491 日々の生活 9 動詞 磨く brush
492 日々の生活 10 動詞 引張る pull
493 日々の生活 11 動詞 鳴る、鳴らす ring
494 日々の生活 12 動詞 閉じる shut
495 日々の生活 13 動詞 沈む sink
496 日々の生活 14 動詞 試みる try
497 日々の生活 15 動詞 拭く wipe
498 日々の生活 16 動詞 好む like
499 日々の生活 17 動詞 キスをする kiss
500 日々の生活 18 動詞 愛する love
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