
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

501 居間 1 名詞 居間 living room
502 居間 2 名詞 天井 ceiling
503 居間 3 名詞 壁 wall
504 居間 4 名詞 暖炉 fireplace
505 居間 5 名詞 階段 stairs
506 居間 6 名詞 踏み段 steps
507 居間 7 名詞 扉 door
508 居間 8 名詞 取っ手 knob
509 居間 9 名詞 錠 lock
510 居間 10 名詞 窓 window
511 居間 11 名詞 カーテン curtain
512 居間 12 名詞 日除け blinds
513 居間 13 名詞 敷物 rug
514 居間 14 名詞 絨毯 carpet
515 居間 15 名詞 テーブル table
516 居間 16 名詞 テーブル掛け tablecloth
517 居間 17 名詞 花瓶 vase
518 居間 18 名詞 座布団 cushion
519 居間 19 名詞 照明器具 lamp
520 居間 20 名詞 照明 lighting
521 居間 21 名詞 明かり light
522 居間 22 名詞 テレビ television
523 居間 23 名詞 ラジオ radio
524 居間 24 名詞 ビデオ video
525 居間 1 名詞 ビデオテープ videotape
526 居間 2 名詞 冷暖房装置 air conditioner
527 居間 3 名詞 暖房装置 heater
528 居間 4 名詞 調理用レンジ stove
529 居間 5 名詞 掃除機（そうじき） vacuum cleaner
530 居間 6 名詞 電話 telephone
531 居間 7 名詞 家具 furniture
532 居間 8 名詞 本棚 bookshelf
533 居間 9 名詞 棚 shelf
534 居間 10 名詞 長いす couch
535 居間 11 名詞 肘掛け椅子 armchair
536 居間 12 名詞 雑誌 magazine
537 居間 13 名詞 新聞 newspaper
538 居間 14 名詞 部屋履き slipper
539 居間 15 名詞 表面 surface
540 居間 16 名詞 団扇（うちわ） fan
541 居間 17 名詞 灰皿 ashtray
542 居間 18 名詞 蝋燭 candle
543 居間 19 名詞 紐 cord
544 居間 20 名詞 カッター cutter
545 居間 21 名詞 スイッチ switch
546 居間 22 副詞 階上へ upstairs
547 居間 23 副詞 階下へ downstairs
548 食堂 1 名詞 食堂 dining room
549 食堂 2 名詞 食事 meal
550 食堂 3 名詞 朝食 breakfast
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551 食堂 4 名詞 昼食 lunch
552 食堂 5 名詞 夕食 dinner
553 食堂 6 名詞 お茶わん rice bowl
554 食堂 7 名詞 箸 chopsticks
555 食堂 8 名詞 大皿 dish
556 食堂 9 名詞 受け皿 saucer
557 食堂 10 名詞 皿 plate
558 食堂 11 名詞 深いはち bowl
559 食堂 12 名詞 フォーク fork
560 食堂 13 名詞 ナイフ knife
561 食堂 14 名詞 カップ cup
562 食堂 15 名詞 ティースプーン teaspoon
563 食堂 16 名詞 塩入れ salt shaker
564 食堂 17 名詞 胡椒入れ pepper shaker
565 食堂 18 名詞 さじ spoon
566 食堂 19 名詞 栓抜き opener
567 食堂 20 動詞 飲む drink
568 食堂 21 動詞 食べる eat
569 食堂 22 動詞 食事をする have a meal
570 食堂 23 動詞 味見をする taste
571 食堂 24 動詞 浸す dip
572 食堂 25 動詞 零す（こぼす） spill
573 台所 1 名詞 台所 kitchen
574 台所 2 名詞 食器棚 cupboard
575 台所 3 名詞 俎板（まないた） cutting board
576 台所 4 名詞 包丁 kitchen knife
577 台所 5 名詞 びん bottle
578 台所 6 名詞 フライパン pan
579 台所 7 名詞 ソースパン saucepan
580 台所 8 名詞 深い鍋 pot
581 台所 9 名詞 広口な瓶 jar
582 台所 10 名詞 やかん kettle
583 台所 11 名詞 ナプキン napkin
584 台所 12 名詞 水差し pitcher
585 台所 13 名詞 紅茶茶碗 teacup
586 台所 14 名詞 茶瓶（ちゃびん） teapot
587 台所 15 名詞 トレー tray
588 台所 16 名詞 籠（かご） basket
589 台所 17 名詞 サイフォン siphon
590 台所 18 名詞 エプロン apron
591 台所 19 名詞 冷蔵庫 refrigerator
592 台所 20 名詞 冷凍庫 freezer
593 台所 21 名詞 パン焼き器 toaster
594 台所 22 名詞 オーブン oven
595 台所 23 名詞 炊飯器 rice cooker
596 台所 24 名詞 混合機 blender
597 台所 25 名詞 電子レンジ microwave oven
598 台所 26 名詞 蛇口 tap
599 台所 27 名詞 生ごみ garbage
600 寝室 1 名詞 寝室 bedroom
601 寝室 2 名詞 ベッド bed
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602 寝室 3 名詞 毛布 blanket
603 寝室 4 名詞 敷布 sheet
604 寝室 5 名詞 パジャマ pajamas
605 寝室 6 名詞 枕 pillow
606 寝室 7 名詞 掛け時計 clock
607 寝室 8 名詞 引出し drawer
608 寝室 9 名詞 眼鏡（めがね） glasses
609 寝室 10 形容詞 眠い sleepy
610 寝室 11 動詞 眠る、眠っている sleep
611 浴室 1 名詞 浴室 bathroom
612 浴室 2 名詞 浴槽 bathtub
613 浴室 3 名詞 入浴 bath
614 浴室 4 名詞 タオル towel
615 浴室 5 名詞 石鹸 soap
616 浴室 6 名詞 洗髪剤（せんぱつざいshampoo
617 浴室 7 名詞 シャワー shower
618 浴室 8 名詞 鏡 mirror
619 浴室 9 名詞 水 water
620 浴室 10 名詞 櫛 comb
621 浴室 11 名詞 ヘアブラシ hairbrush
622 浴室 12 名詞 散髪 haircut
623 浴室 13 名詞 歯ブラシ toothbrush
624 浴室 14 名詞 練り歯磨き toothpaste
625 浴室 15 名詞 洗面器 basin
626 浴室 16 名詞 乾燥機 dryer
627 浴室 17 名詞 洗濯機 washing machine
628 浴室 18 名詞 洗剤 detergent
629 浴室 19 名詞 トイレ toilet
630 私の部屋 1 名詞 私の部屋 my room
631 私の部屋 2 名詞 本箱 bookcase
632 私の部屋 3 名詞 書物、帳簿 book
633 私の部屋 4 名詞 机 desk
634 私の部屋 5 名詞 いす chair
635 私の部屋 6 名詞 目覚まし時計 alarm clock
636 私の部屋 7 名詞 日記 diary
637 私の部屋 8 名詞 アルバム album
638 私の部屋 9 名詞 写真 picture
639 私の部屋 10 名詞 万年筆 fountain pen
640 私の部屋 11 名詞 インク ink
641 私の部屋 12 名詞 インク壺 inkstand
642 私の部屋 13 名詞 トランプ card
643 私の部屋 14 名詞 切手 stamp
644 私の部屋 15 名詞 テープ tape
645 私の部屋 16 名詞 押入れ closet
646 私の部屋 17 名詞 地図 map
647 私の部屋 18 名詞 プラモデル plastic model
648 私の部屋 19 名詞 ポスター poster
649 私の部屋 20 名詞 糊 glue
650 私の部屋 21 名詞 クレヨン crayon
651 私の部屋 22 名詞 札入れ wallet
652 私の部屋 23 名詞 財布 purse
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653 私の部屋 24 動詞 家具を備え付ける furnish
654 家周り 1 名詞 家回り Outside the Home
655 家周り 2 名詞 表札 nameplate
656 家周り 3 名詞 煙突 chimney
657 家周り 4 名詞 バルコニー balcony
658 家周り 5 名詞 アーチ arch
659 家周り 6 名詞 花壇 flower bed
660 家周り 7 名詞 箒 broom
661 家周り 8 名詞 釘 nail
662 家回り 9 名詞 家庭 home
663 家回り 10 名詞 家 house
664 家回り 11 名詞 屋根 roof
665 家回り 12 名詞 鐘 bell
666 家回り 13 名詞 玄関 entrance
667 家回り 14 名詞 門 gate
668 家回り 15 名詞 テラス terrace
669 家回り 16 名詞 ベランダ veranda
670 家回り 17 名詞 車庫 garage
671 家回り 18 名詞 庭園 garden
672 家回り 19 名詞 裏庭 backyard
673 家回り 20 名詞 芝生 lawn
674 家回り 21 名詞 生け垣 hedge
675 家回り 22 名詞 柵 fence
676 家回り 23 名詞 煉瓦 brick
677 家回り 1 名詞 バケツ bucket
678 家回り 2 名詞 タンク tank
679 家回り 3 名詞 ワックス wax
680 家回り 4 名詞 鍵 key
681 家回り 5 名詞 傘 umbrella
682 家回り 6 名詞 場面 scene
683 家回り 7 名詞 焚き火 bonfire
684 家回り 8 名詞 がらくた junk
685 家周り 9 名詞 ゴミ trash
686 家回り 10 名詞 梯子（はしご） ladder
687 家回り 11 名詞 おが屑 sawdust
688 家回り 12 名詞 ドライバー screwdriver
689 家回り 13 名詞 部屋 room
690 家回り 14 名詞 ポンプ pump
691 個人情報 15 名詞 名前 name
692 個人情報 16 名詞 住所 address
693 個人情報 17 名詞 名 first name
694 個人情報 18 名詞 苗字 last name
695 個人情報 19 名詞 番地 house number
696 個人情報 20 名詞 郵便番号 zip code
697 個人情報 21 名詞 市外局番 area code
698 個人情報 22 名詞 名字 surname
699 服 1 名詞 衣服 clothes
700 服 2 名詞 衣料品 clothing
701 服 3 名詞 ドレス dress
702 服 4 名詞 ブラウス blouse
703 服 5 名詞 ズボン pants
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704 服 6 名詞 スカート skirt
705 服 7 名詞 カーディガン cardigan
706 服 8 名詞 ボタン button
707 服 9 名詞 リボン ribbon
708 服 10 名詞 レインコート raincoat
709 服 11 名詞 ペチコート petticoat
710 服 12 名詞 セーター sweater
711 服 13 名詞 スカーフ scarf
712 服 14 名詞 ストッキング stocking
713 服 15 名詞 下着 underwear
714 服 16 名詞 ワイシャツ shirt
715 服 17 名詞 スエットシャツ sweatshirt
716 服 18 名詞 ブラジャー brassiere
717 服 19 名詞 ズボン下 underpants
718 服 20 名詞 ブリーフ briefs
719 服 21 名詞 パンティー panties
720 服 22 名詞 アンダーシャツ undershirt
721 服 1 名詞 パンティストッキング pantyhose
722 服 2 名詞 スーツ suits
723 服 3 名詞 ベスト vest
724 服 4 名詞 ネクタイ necktie
725 服 5 名詞 留めピン pin
726 服 6 名詞 マフラー scarf
727 服 7 名詞 耳飾り earring
728 服 8 名詞 首飾り necklace
729 服 9 名詞 香水 perfume
730 服 10 名詞 ハンカチ handkerchief
731 服 11 名詞 背広の上着 jacket
732 服 12 名詞 サンダル靴 sandal
733 服 13 名詞 長靴 rain boots
734 服 14 名詞 靴 shoes
735 服 15 名詞 靴下 socks
736 服 16 名詞 ハイヒール high heels
737 服 17 名詞 ポケット pocket
738 服 18 名詞 ブレスレット bracelet
739 服 19 名詞 （防寒用）オーバー overcoat
740 服 20 名詞 外套 coat
741 服 21 名詞 手袋 gloves
742 服 22 名詞 ふたまた手袋 mittens
743 服 1 名詞 毛皮 fur
744 服 2 名詞 縁のある帽子 hat
745 服 3 名詞 縁なし帽子、ふた cap
746 服 4 名詞 袋、かばん bag
747 服 5 名詞 ジーンズ jeans
748 服 6 名詞 流行 fashion
749 服 7 名詞 型、仕方 style
750 服 8 名詞 腕時計 watch
751 服 9 名詞 （国民・階級・時代・地方costume
752 服 10 名詞 覆面 mask
753 服 11 名詞 ハンドバック handbag
754 服 12 名詞 ルビー ruby
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755 服 13 名詞 ダイアモンド diamond
756 服 14 名詞 ハンガー hanger
757 服 15 名詞 洋裁 dressmaking
758 服 16 名詞 ビロード velvet
759 服 17 名詞 継ぎ当て patch
760 服 18 名詞 紐 string
761 服 19 名詞 縫い糸 thread
762 服 20 名詞 針 needle
763 服 21 名詞 ひと縫い stitch
764 服 22 名詞 繊維 fiber
765 服 1 名詞 帯 belt
766 服 2 名詞 襟 collar
767 服 3 名詞 ファスナー zipper
768 服 4 名詞 レース lace
769 服 5 名詞 ミシン sewing machine
770 服 6 形容詞 ぴったり合った tight
771 服 7 形容詞 くだけた casual
772 服 8 形容詞 流行を追う fashionable
773 服 9 形容詞 流行遅れの old-fashioned
774 服 10 形容詞 染み stain
775 服 11 副詞 きつく tightly
776 服 12 動詞 適合する fit
777 服 13 動詞 引っ掛ける hook
778 服 14 動詞 縛る tie
779 服 15 動詞 身に着ける wear
780 服 16 動詞 服を着せる clothe
781 服 17 動詞 編んで作る knit
782 服 18 動詞 短くする shorten
783 服 19 動詞 染める dye
784 服 20 動詞 縫う sew
785 服 21 動詞 調和する match
786 服 22 動詞 巻き毛にする curl
787 料理 1 名詞 パン bread
788 料理 2 名詞 バター butter
789 料理 3 名詞 チーズ cheese
790 料理 4 名詞 卵 egg
791 料理 5 名詞 蜂蜜 honey
792 料理 6 名詞 ジャム jam
793 料理 7 名詞 サラダ salad
794 料理 8 名詞 サンドイッチ sandwich
795 料理 9 名詞 牛丼 beef bowl
796 料理 10 名詞 ラーメン Chinese noodle
797 料理 11 名詞 カレー curry
798 料理 12 名詞 カツレツ cutlet
799 料理 13 名詞 グラタン gratin
800 料理 14 名詞 ハンバーガー hamburger
801 料理 15 名詞 味噌汁 miso soup
802 料理 16 名詞 パエリア paella
803 料理 17 名詞 ピザ pizza
804 料理 18 名詞 スパゲティ spaghetti
805 料理 19 名詞 オムレツ omelet
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806 料理 20 名詞 茹で卵 boiled egg
807 料理 21 名詞 煎り卵 scrambled egg
808 料理 22 名詞 卵の黄身 egg yolk
809 料理 23 名詞 卵の白身 egg white
810 料理 24 名詞 目玉焼き、卵焼き fried egg
811 料理 25 名詞 食欲 appetite
812 料理 26 名詞 引き割りオート麦 oatmeal
813 料理 27 形容詞 良く焼けた well-done
814 料理 28 形容詞 生焼けの rare
815 料理 29 形容詞 並み焼きの medium
816 料理方法 1 動詞 料理する cook
817 料理方法 2 動詞 加える add
818 料理方法 3 動詞 混ぜる mix
819 料理方法 4 動詞 混ぜ合わせる blend
820 料理方法 5 動詞 掻き混ぜる stir
821 料理方法 6 動詞 焼く bake
822 料理方法 7 動詞 焦がす burn
823 料理方法 8 動詞 燻す（いぶす） smoke
824 料理方法 9 動詞 炙る（あぶる） roast
825 料理方法 10 動詞 揚げる deep-fry
826 料理方法 11 動詞 茹でる boil
827 料理方法 12 動詞 蒸す steam
828 料理方法 13 動詞 凍らせる freeze
829 料理方法 14 動詞 浸ける soak
830 料理方法 15 動詞 粉にする mill
831 料理方法 16 動詞 薄く切る slice
832 料理方法 17 動詞 賽の目に切る dice
833 料理方法 18 動詞 匂いがする smell
834 お菓子 1 名詞 干し葡萄 raisin
835 お菓子 2 名詞 ビスケット biscuit
836 お菓子 3 名詞 アーモンド almond
837 お菓子 4 名詞 アップルパイ apple pie
838 お菓子 5 名詞 ケーキ cake
839 お菓子 6 名詞 キャンディ candy
840 お菓子 7 名詞 栗の実 chestnut
841 お菓子 8 名詞 ガム chewing gum
842 お菓子 9 名詞 チョコレート chocolate
843 お菓子 10 名詞 クッキー cookie
844 お菓子 11 名詞 綿菓子 cotton candy
845 お菓子 12 名詞 クリーム cream
846 お菓子 13 名詞 シュークリーム cream puff
847 お菓子 14 名詞 ドーナッツ doughnut
848 お菓子 15 名詞 アイスクリーム ice cream
849 お菓子 16 名詞 木の実 nuts
850 お菓子 17 名詞 落花生 peanut
851 お菓子 18 名詞 ポップコーン popcorn
852 お菓子 19 名詞 ポテトチップ potato chips
853 デザート 1 名詞 デザート dessert
854 デザート 2 名詞 パイ pie
855 デザート 3 名詞 ゼリー jello
856 デザート 4 名詞 プディング pudding
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857 デザート 5 名詞 ヨーグルト yogurt
858 ファーストフード 6 名詞 パンケーキ pancake
859 ファーストフード 7 名詞 チーズバーガー cheeseburger
860 ファーストフード 8 名詞 焼きそば chow mein
861 ファーストフード 9 名詞 コールスロー coleslaw
862 ファーストフード 10 名詞 クレープ crepe
863 ファーストフード 11 名詞 フィッシュバーガ fish burger
864 ファーストフード 12 名詞 フライドポテト French fries
865 ファーストフード 13 名詞 ホットドッグ hot dog
866 ファーストフード 14 名詞 タコス taco
867 飲物 1 名詞 コーヒー coffee
868 飲物 2 名詞 角砂糖 lump
869 飲物 3 名詞 清涼飲料水 soft drink
870 飲物 4 名詞 ココア cocoa
871 飲物 5 名詞 コーヒーポット coffeepot
872 飲物 6 名詞 ジュース juice
873 飲物 7 名詞 牛乳 milk
874 飲物 8 名詞 ソーダ水 soda
875 飲物 9 名詞 スープ soup
876 飲物 10 名詞 お茶 tea
877 飲物 11 名詞 果実酒 wine
878 飲物 12 名詞 アルコール性飲料 alcohol
879 飲物 13 名詞 カクテル cocktail
880 飲物 14 名詞 レモネード lemonade
881 調味料 1 名詞 ケチャップ ketchup
882 調味料 2 名詞 辛子 mustard
883 調味料 3 名詞 香辛料 spice
884 調味料 4 名詞 食用酢 vinegar
885 調味料 5 名詞 胡椒（こしょう） pepper
886 調味料 6 名詞 塩 salt
887 調味料 7 名詞 ソース sauce
888 調味料 8 名詞 砂糖 sugar
889 調味料 9 名詞 調味料 seasoning
890 調味料 10 名詞 醤油 soy sauce
891 調味料 12 名詞 マーガリン margarine
892 家 1 名詞 風味 flavor
893 家 2 名詞 かくれんぼ hide-and-seek
894 家 3 名詞 子守歌 lullaby
895 家 4 形容詞 家を恋しがる homesick
896 家 5 名詞 冗談 joke
897 家 6 名詞 愛着 affection
898 家 7 名詞 間柄 relation
899 家 8 名詞 家事 housework
900 家 9 名詞 埃（ほこり） dust
901 家 10 名詞 汚れ dirt
902 家 11 名詞 小包 package
903 家 12 名詞 親切な行為 favor
904 家 13 名詞 挨拶 greeting
905 家 14 名詞 列 row
906 家 15 名詞 洗濯 cleaning
907 家 16 名詞 清掃 cleanup
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908 家 17 名詞 住居 dwelling
909 家 18 名詞 礼儀作法 manners
910 家 19 名詞 炎 flame
911 家 20 名詞 ユーモア humor
912 家 21 名詞 お手伝いさん maid
913 家 22 名詞 長所 merit
914 家 23 名詞 短所 demerit
915 家 24 名詞 乱雑 mess
916 家 25 名詞 愛称 nickname
917 家 26 名詞 転た寝（うたたね） nap
918 家 1 名詞 寝坊 sleepyhead
919 家 2 名詞 ベビーカー stroller
920 家 3 名詞 口げんか quarrel
921 家 4 名詞 謎謎 riddle
922 家 5 名詞 大邸宅 mansion
923 家 6 名詞 悪臭 bad smell
924 家 7 名詞 紹介 introduction
925 家 8 形容詞 最年長の eldest
926 家 9 形容詞 ざっくばらんな frank
927 家 10 形容詞 準備ができた ready
928 家 11 形容詞 可愛らしい cute
929 家 12 形容詞 耐久力のある durable
930 家 13 形容詞 自家製の homemade
931 家 14 形容詞 平らな flat
932 15 形容詞 清潔な clean
933 家 16 形容詞 感謝する grateful
934 家 17 形容詞 ぎっしり詰まった compact
935 家 18 形容詞 家庭的な domestic
936 家 19 形容詞 室内の indoor
937 家 20 形容詞 室外の outdoor
938 家 21 形容詞 空の empty
939 家 22 形容詞 むき出しの bare
940 家 23 副詞 安全に safely
941 家 24 副詞 誠実に sincerely
942 家 25 副詞 室内で indoors
943 家 26 副詞 室外で outdoors
944 生活行動 1 動詞 言う say
945 生活行動 2 動詞 話す speak
946 生活行動 3 動詞 話す talk
947 生活行動 4 動詞 伝える tell
948 生活行動 5 動詞 言い返す talk back
949 生活行動 6 動詞 言い過ぎる say too much
950 生活行動 7 動詞 呟く murmur
951 生活行動 8 動詞 行く go
952 生活行動 9 動詞 来る come
953 生活行動 10 動詞 する do
954 生活行動 11 動詞 運転する drive
955 生活行動 12 動詞 動く move
956 生活行動 13 動詞 乗る ride
957 生活行動 14 動詞 飛ぶ fly
958 生活行動 15 動詞 弾む bound
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959 生活行動 16 動詞 動き始める start
960 生活行動 17 動詞 止める stop
961 生活行動 18 動詞 始まる、始める begin
962 生活行動 19 動詞 終わる、終える end
963 生活行動 20 動詞 読む read
964 生活行動 1 動詞 書く write
965 生活行動 2 動詞 送る send
966 生活行動 3 動詞 受け取る receive
967 生活行動 4 動詞 微笑む smile
968 生活行動 5 動詞 喜ばせる please
969 生活行動 6 動詞 信じる believe
970 生活行動 7 動詞 感謝する thank
971 生活行動 8 動詞 悩ませる trouble
972 生活行動 9 動詞 心配する worry
973 生活行動 10 動詞 考える think
974 生活行動 11 動詞 気に掛ける care
975 生活行動 12 動詞 気にする mind
976 生活行動 13 動詞 言い訳する excuse
977 生活行動 14 動詞 手伝う help
978 生活行動 15 動詞 許す forgive
979 生活行動 16 動詞 ピカッと光る flash
980 生活行動 17 動詞 一目見る glance
981 生活行動 18 動詞 ちらりと見る glimpse
982 生活行動 19 動詞 完成する finish
983 生活行動 20 動詞 覆う cover
984 生活行動 1 動詞 修繕する mend
985 生活行動 2 動詞 入る enter
986 生活行動 3 動詞 待つ wait
987 生活行動 4 動詞 置いて立ち去る leave
988 生活行動 5 動詞 差し込む insert
989 生活行動 6 動詞 滞在する stay
990 生活行動 7 動詞 折りたたむ fold
991 生活行動 8 動詞 裂く tear
992 生活行動 9 動詞 くしゃみをする sneeze
993 生活行動 10 動詞 使う use
994 生活行動 11 動詞 含む contain
995 生活行動 12 動詞 拾う pick
996 日々の生活 13 動詞 裂く split
997 生活行動 14 動詞 擦る（こする） rub
998 生活行動 15 動詞 紹介する introduce
999 生活行動 16 動詞 お辞儀をする bow
1000 生活行動 17 動詞 すみません excuse me.
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