
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

1001 0.食べ物 1 名詞 食物 food
1002 穀物 2 名詞 穀物 grain
1003 穀物 7 名詞 お米 rice
1004 穀物 8 名詞 小麦 wheat
1005 穀物 6 名詞 小麦粉 flour
1006 穀物 9 名詞 大麦 barley
1007 穀物 3 名詞 オート麦 oat
1008 穀物 4 名詞 ライ麦 rye
1009 穀物 5 名詞 砂糖きび sugar cane
1010 穀物 10 動詞 収穫する harvest
1011 穀物 11 動詞 刈り取る reap
1012 野菜 1 名詞 野菜 vegetable
1013 野菜 2 名詞 人参 carrot
1014 野菜 3 名詞 大根 Japanese radish
1015 野菜 4 名詞 南瓜（かぼちゃ） pumpkin
1016 野菜 5 名詞 白菜 Chinese cabbage
1017 野菜 6 名詞 キャベツ cabbage
1018 野菜 7 名詞 とうもろこし corn
1019 野菜 8 名詞 サツマイモ sweet potato
1020 野菜 9 名詞 ジャガ芋（じゃがいも） potato
1021 野菜 10 名詞 胡瓜（きゅうり） cucumber
1022 野菜 11 名詞 茄子 eggplant
1023 野菜 12 名詞 ほうれん草 spinach
1024 野菜 13 名詞 蕪（かぶ） turnip
1025 野菜 14 名詞 ピーマン green pepper
1026 野菜 15 名詞 トマト tomato
1027 野菜 16 名詞 玉葱 onion
1028 野菜 17 名詞 にら葱（ねぎ） leek
1029 野菜 18 名詞 えんどう豆 pea
1030 野菜 19 名詞 そら豆 beans
1031 野菜 20 名詞 茸（きのこ） mushroom
1032 野菜 21 名詞 ブロッコリ broccoli
1033 野菜 22 名詞 キーウイ kiwi
1034 野菜 23 名詞 アスパラガス asparagus
1035 野菜 24 名詞 カリフラワー cauliflower
1036 野菜 25 名詞 セロリ celery
1037 野菜 26 名詞 レタス lettuce
1038 野菜 27 名詞 にんにく garlic
1039 野菜 28 名詞 豆もやし bean sprouts
1040 野菜 29 名詞 オリーブ olive
1041 果物 1 名詞 果物（くだもの） fruit
1042 果物 2 名詞 林檎（りんご） apple
1043 果物 3 名詞 桃 peach
1044 果物 4 名詞 柿 persimmon
1045 果物 5 名詞 西洋スモモ plum
1046 果物 6 名詞 葡萄（ぶどう） grape
1047 果物 7 名詞 西瓜（すいか） watermelon
1048 果物 8 名詞 蜜柑（みかん） mandarin orange
1049 果物 9 名詞 バナナ banana
1050 果物 10 名詞 パイナップル pineapple
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1051 果物 11 名詞 メロン melon
1052 果物 12 名詞 苺 strawberry
1053 果物 13 名詞 桜ん坊 cherry
1054 果物 14 名詞 オレンジ orange
1055 果物 15 名詞 グレープフルーツ grapefruit
1056 果物 16 名詞 西洋梨 pear
1057 果物 17 名詞 レモン lemon
1058 果物 18 名詞 ザクロ pomegranate
1059 果物 19 名詞 杏子（あんず） apricot
1060 果物 20 名詞 無花果（いちじく） fig
1061 果物 21 名詞 ブルーベリー blueberry
1062 果物 22 名詞 ラズベリー raspberry
1063 果物 23 名詞 果樹園 orchard
1064 果物 24 名詞 葡萄の木 vine
1065 果物 25 形容詞 熟している mellow
1066 果物 26 形容詞 熟れた ripe
1067 果物 27 形容詞 熟した mature
1068 果物 28 動詞 皮をむく peel
1069 果物 29 動詞 持って来る bring
1070 海産物 1 名詞 海産食品 seafood
1071 海産物 2 名詞 魚 fish
1072 海産物 3 名詞 鮪（まぐろ） tuna
1073 海産物 4 名詞 鰹（カツオ） bonito
1074 海産物 5 名詞 鮭 salmon
1075 海産物 6 名詞 鯵（アジ） horse mackerel
1076 海産物 7 名詞 鯖（サバ） mackerel
1077 海産物 8 名詞 鰯（イワシ） sardine
1078 海産物 9 名詞 秋刀魚 saury
1079 海産物 10 名詞 鰈（カレイ） flatfish
1080 海産物 11 名詞 河豚（フグ） globefish
1081 海産物 12 名詞 烏賊（イカ） cuttlefish
1082 海産物 13 名詞 蛸（タコ） octopus
1083 海産物 14 名詞 鰻（ウナギ） eel
1084 海産物 15 名詞 海老 prawn
1085 海産物 16 名詞 小海老（えび） shrimp
1086 海産物 17 名詞 ロブスター lobster
1087 海産物 18 名詞 蟹 crab
1088 海産物 19 名詞 蛤 clam
1089 海産物 20 名詞 牡蠣（かき） oyster
1090 海産物 21 名詞 海草、海藻 seaweed
1091 海産物 22 名詞 キャビア caviar
1092 海産物 23 名詞 刺身 raw fish
1093 海産物 24 名詞 寿司 sushi
1094 肉 1 名詞 食用肉 meat
1095 肉 2 名詞 牛肉 beef
1096 肉 3 名詞 豚肉 pork
1097 肉 4 名詞 鶏肉（けいにく） chicken
1098 肉 5 名詞 ビフテキ beefsteak
1099 肉 6 名詞 ハンバーガー burger
1100 肉 7 名詞 ベーコン bacon
1101 肉 8 名詞 ハム ham
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1102 肉 9 名詞 ソーセージ sausage
1103 肉 10 名詞 厚い切り身 steak
1104 肉 11 名詞 鶏のから揚げ fried chicken
1105 肉 12 名詞 焼き鳥 grilled chicken
1106 肉 13 名詞 焼肉 grilled meat
1107 味覚 1 形容詞 おいしい delicious
1108 味覚 2 形容詞 まずい bad
1109 味覚 3 形容詞 甘い sweet
1110 味覚 4 形容詞 塩辛い salty
1111 味覚 5 形容詞 酸っぱい sour
1112 味覚 6 形容詞 苦い bitter
1113 味覚 7 形容詞 辛い（からい） spicy hot
1114 食物（その他） 1 名詞 布の袋 sack
1115 食物（その他） 2 名詞 練り粉 pastry
1116 食物（その他） 3 形容詞 生の raw
1117 食物（その他） 4 形容詞 柔らかい tender
1118 食物（その他） 5 形容詞 乾燥した dried
1119 食物（その他） 6 形容詞 凍った frozen
1120 食物（その他） 7 動詞 包む wrap
1121 食物（その他） 8 動詞 食事を与える feed
1122 食物（その他） 9 動詞 食事療法をする diet
1123 0.ペット 1 名詞 ペット pet
1124 ペット 2 名詞 犬 dog
1125 ペット 3 名詞 子犬 puppy
1126 ペット 4 名詞 犬小屋 doghouse
1127 ペット 5 名詞 革ひも leash
1128 ペット 6 名詞 猫 cat
1129 ペット 7 名詞 子ねこ kitten
1130 ペット 8 名詞 兎（うさぎ） rabbit
1131 ペット 10 名詞 モルモット guinea pig
1132 ペット 11 名詞 ハムスター hamster
1133 ペット 12 名詞 飼いバト pigeon
1134 ペット 13 名詞 オウム parrot
1135 ペット 14 名詞 亀 tortoise
1136 ペット 15 名詞 金魚 goldfish
1137 ペット 16 名詞 熱帯魚 tropical fish
1138 ペット 17 名詞 蛇 snake
1139 ペット 18 名詞 蜥蜴（とかげ） lizard
1140 ペット 19 形容詞 飼い慣らされた tame
1141 ペット 20 動詞 匂いを嗅ぐ sniff
1142 家畜 1 名詞 家畜 domestic animal
1143 家畜 2 名詞 畜牛 cattle
1144 家畜 3 名詞 雄牛 ox
1145 家畜 4 名詞 雌牛、乳牛 cow
1146 家畜 5 名詞 馬 horse
1147 家畜 6 名詞 子馬 pony
1148 家畜 7 名詞 牧草地 meadow
1149 家畜 8 名詞 サイロ silo
1150 家畜 9 名詞 干し草 hay
1151 家畜 10 名詞 豚 pig
1152 家畜 11 名詞 羊 sheep

3 / 10 ページ



1153 家畜 12 名詞 子羊 lamb
1154 家畜 13 名詞 山羊（やぎ） goat
1155 家畜 14 名詞 駱駝（ラクダ） camel
1156 家畜 15 名詞 ロバ donkey
1157 家畜 16 名詞 襲歩（しゅうほ） gallop
1158 家畜 17 名詞 七面鳥 turkey
1159 家畜 18 名詞 雛（ひよこ） chick
1160 野生動物 1 名詞 動物 animal
1161 野生動物 2 名詞 象 elephant
1162 野生動物 3 名詞 （ゾウの）鼻 trunk
1163 野生動物 4 名詞 ライオン lion
1164 野生動物 5 名詞 ジャガー jaguar
1165 野生動物 6 名詞 雄のトラ tiger
1166 野生動物 7 名詞 縞馬（しまうま） zebra
1167 野生動物 8 名詞 キリン giraffe
1168 野生動物 9 名詞 カンガルー kangaroo
1169 野生動物 10 名詞 コアラ koala
1170 野生動物 11 名詞 パンダ panda
1171 野生動物 12 名詞 熊 bear
1172 野生動物 13 名詞 猿（さる） monkey
1173 野生動物 14 名詞 河馬（かば） hippopotamus
1174 野生動物 15 名詞 鼠（ねずみ） mouse
1175 野生動物 16 名詞 ドブネズミ rat
1176 野生動物 17 名詞 ペンギン penguin
1177 野生動物 18 名詞 トナカイ reindeer
1178 野生動物 19 名詞 アザラシ seal
1179 野生動物 20 名詞 鯨 whale
1180 野生動物 21 名詞 獣（けだもの） beast
1181 野生動物 22 名詞 野牛 bison
1182 野生動物 23 名詞 狼 wolf
1183 野生動物 24 名詞 雄牛 bull
1184 野生動物 25 名詞 象牙 ivory
1185 野生動物 26 名詞 ダチョウ ostrich
1186 野生動物 1 名詞 豹（ひょう） leopard
1187 野生動物 2 名詞 モグラ mole
1188 野生動物 3 名詞 ヘラジカ moose
1189 野生動物 4 名詞 山猫 wildcat
1190 野生動物 5 名詞 （爪のある動物の）足 paw
1191 野生動物 6 名詞 ラッコ sea otter
1192 野生動物 7 名詞 スカンク skunk
1193 野生動物 8 名詞 リス squirrel
1194 野生動物 9 名詞 ワニ alligator
1195 野生動物 10 名詞 角 horn
1196 野生動物 11 名詞 尾 tail
1197 野生動物 12 名詞 巣 nest
1198 野生動物 13 名詞 ヤマアラシ porcupine
1199 野生動物 14 名詞 棘（とげ） quill
1200 野生動物 15 名詞 イルカ dolphin
1201 野生動物 16 名詞 キツネ fox
1202 野生動物 17 名詞 ゴリラ gorilla
1203 野生動物 18 名詞 犀（サイ） rhinoceros
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1204 野生動物 19 名詞 鹿（しか） deer
1205 野生動物 20 形容詞 獰猛な（どうもうな） fierce
1206 野生動物 21 動詞 遠ぼえする howl
1207 野生動物 22 動詞 忍び足で歩く creep
1208 野生動物 23 動詞 唸る roar
1209 野生動物 24 動詞 狩る hunt
1210 野生動物 25 動詞 這う crawl
1211 野生動物 26 動詞 入浴させる bathe
1212 鳥 1 名詞 鳥 bird
1213 鳥 2 名詞 白鳥（はくちょう） swan
1214 鳥 3 名詞 鶴 crane
1215 鳥 4 名詞 鷹（たか） hawk
1216 鳥 5 名詞 鷲（わし） eagle
1217 鳥 6 名詞 雉（キジ） pheasant
1218 鳥 7 名詞 鶏 chicken
1219 鳥 8 名詞 家鴨（あひる） duck
1220 鳥 9 名詞 コウノトリ stork
1221 鳥 10 名詞 雄鶏（おんどり） rooster
1222 鳥 11 名詞 雌鶏（めんどり） hen
1223 鳥 12 名詞 鵞鳥（がちょう） goose
1224 鳥 13 名詞 燕（つばめ） swallow
1225 鳥 14 名詞 雀（すずめ） sparrow
1226 鳥 15 名詞 カナリア canary
1227 鳥 16 名詞 羽毛（うもう） feather
1228 鳥 17 名詞 鳥籠（とりかご） cage
1229 鳥 18 名詞 おうむ parrot
1230 鳥 19 名詞 梟（ふくろう） owl
1231 鳥 20 名詞 孔雀 peacock
1232 鳥 21 名詞 雲雀（ひばり） lark
1233 鳥 22 名詞 啄木鳥（きつつき） woodpecker
1234 鳥 23 名詞 野生バト dove
1235 鳥 24 名詞 鴎（かもめ） seagull
1236 鳥 25 名詞 烏（からす） crow
1237 虫類 1 名詞 昆虫 insect
1238 虫類 2 名詞 蝶 butterfly
1239 虫類 3 名詞 蜻蛉（とんぼ） dragonfly
1240 虫類 4 名詞 天道虫（てんとうむし） ladybug
1241 虫類 5 名詞 蜜蜂の巣箱 beehive
1242 虫類 6 名詞 甲虫（かぶとむし） beetle
1243 虫類 7 名詞 虫 bug
1244 虫類 8 名詞 こおろぎ cricket
1245 虫類 9 名詞 飛蝗（ばった） grasshopper
1246 虫類 10 名詞 蟇蛙（ひきがえる） toad
1247 虫類 11 名詞 蝗（いなご） locust
1248 虫類 12 名詞 みみず earthworm
1249 虫類 13 名詞 蟻 ant
1250 虫類 14 名詞 蜂（はち） bee
1251 虫類 15 名詞 蜘蛛（くも） spider
1252 虫類 16 名詞 羽根 wing
1253 虫類 17 名詞 芋虫 caterpillar
1254 虫類 18 名詞 蛙 frog
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1255 虫類 19 名詞 蚊 mosquito
1256 虫類 20 名詞 スズメバチ（=wasp） hornet
1257 虫類 21 名詞 カタツムリ snail
1258 虫類 22 名詞 蜘蛛の巣 spider web
1259 虫類 23 名詞 蛾（が） moth
1260 虫類 24 動詞 刺す sting
1261 魚介類 25 名詞 魚介類 fishes and shellfishes
1262 魚介類 26 名詞 鮫（さめ） shark
1263 魚介類 27 名詞 海亀（うみがめ） turtle
1264 魚介類 28 名詞 烏賊（いか） squid
1265 魚介類 29 名詞 貝殻（かいがら） shell
1266 魚介類 30 名詞 海星（ひとで） starfish
1267 魚介類 31 名詞 水母（くらげ） jellyfish
1268 魚介類 32 名詞 鯰（なまず） catfish
1269 5.花 1 名詞 花 flower
1270 花 2 名詞 桜 cherry blossom
1271 花 3 名詞 椿（つばき） camellia
1272 花 4 名詞 カーネーション carnation
1273 花 5 名詞 薔薇（ばら） rose
1274 花 6 名詞 コスモス cosmos
1275 花 7 名詞 向日葵（ひまわり） sunflower
1276 花 8 名詞 百合（ゆり） lily
1277 花 9 名詞 朝顔 morning glory
1278 花 10 名詞 水仙（すいせん） narcissus
1279 花 11 名詞 雛菊（ひなぎく） daisy
1280 花 12 名詞 蒲公英（たんぽぽ） dandelion

1281 花 13 名詞
勿忘草（わすれなぐ
さ）

forget-me-not

1282 花 14 名詞 バンジー pansy
1283 花 15 名詞 チューリップ tulip
1284 花 16 名詞 蘭（らん） orchid
1285 花 17 名詞 菫（すみれ） violet
1286 花 18 名詞 蔦 ivy
1287 花 19 名詞 ジャスミン jasmine
1288 花 20 名詞 苔（こけ） moss
1289 花 21 名詞 芽 bud
1290 花 22 名詞 茎 stem
1291 花 23 動詞 萎れる（しおれる） fade
1292 花 24 動詞 花が咲く bloom
1293 6.樹木 1 名詞 樹木 tree
1294 樹木 2 名詞 桜 cherry tree
1295 樹木 3 名詞 松 pine
1296 樹木 4 名詞 杉 cedar
1297 樹木 5 名詞 樫の木 oak
1298 樹木 6 名詞 楓（かえで） maple
1299 樹木 7 名詞 樅（もみ） fir
1300 樹木 8 名詞 栗 chestnut
1301 樹木 9 名詞 落ち葉 fallen leaves
1302 樹木 10 名詞 柳 willow
1303 樹木 11 名詞 ポプラ poplar
1304 樹木 12 名詞 竹 bamboo
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1305 樹木 13 名詞 マングローブ mangrove
1306 樹木 14 名詞 木陰 shade
1307 樹木 15 名詞 材木 wood
1308 樹木 16 名詞 幹 trunk
1309 樹木 17 名詞 枝 branch
1310 樹木 18 名詞 根 root
1311 樹木 19 名詞 斧 ax
1312 樹木 20 名詞 シャベル shovel
1313 樹木 21 名詞 1枚の葉っぱ leaf
1314 樹木 22 名詞 年輪 annual ring
1315 樹木 23 動詞 たたき切る chop
1316 天文 1 名詞 宇宙 universe
1317 天文 2 名詞 宇宙空間 space
1318 天文 3 名詞 星 star
1319 天文 4 名詞 銀河 galaxy
1320 天文 5 名詞 天の川 Milky Way
1321 天文 6 名詞 宇宙飛行士 astronaut
1322 天文 7 名詞 惑星（惑星） planet
1323 天文 8 名詞 新月 new moon
1324 天文 9 名詞 三日月 crescent
1325 天文 10 名詞 半月 half moon
1326 天文 11 名詞 満月 full moon
1327 天文 12 名詞 地球 globe
1328 天文 13 名詞 自転 rotation
1329 天文 14 名詞 軌道 orbit
1330 天文 15 名詞 太陽光線 sunbeam
1331 天文 16 名詞 核 core
1332 天文 17 名詞 望遠鏡 telescope
1333 天文 18 動詞 焦点をあわせる focus
1334 天文 19 動詞 探査する probe
1335 太陽系 1 名詞 太陽系 the solar system
1336 太陽系 2 名詞 太陽 Sun
1337 太陽系 3 名詞 月 Moon
1338 太陽系 4 名詞 水星 Mercury
1339 太陽系 5 名詞 金星 Venus
1340 太陽系 6 名詞 地球 Earth
1341 太陽系 7 名詞 火星 Mars
1342 太陽系 8 名詞 木星 Jupiter
1343 太陽系 9 名詞 土星 Saturn
1344 太陽系 10 名詞 天王星 Uranus
1345 太陽系 11 名詞 海王星 Neptune
1346 太陽系 12 名詞 冥王星 Pluto
1347 素材 1 名詞 物質 material
1348 素材 2 名詞 金属 metal
1349 素材 3 名詞 鉄 iron
1350 素材 4 名詞 アルミニウム aluminum
1351 素材 5 名詞 亜鉛 zinc
1352 素材 6 名詞 銅 copper
1353 素材 7 名詞 銀 silver
1354 素材 8 名詞 金 gold
1355 素材 9 名詞 青銅 bronze
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1356 素材 10 名詞 真鍮 brass
1357 素材 11 名詞 錫 tin
1358 素材 12 名詞 鋼鉄 steel
1359 素材 13 名詞 ダイヤモンド diamond
1360 素材 14 名詞 ゴム rubber
1361 素材 15 名詞 物 object
1362 素材 16 名詞 石炭 coal
1363 素材 17 名詞 ブラスティック plastic
1364 素材 18 名詞 材料 stuff
1365 素材 19 名詞 綿 cotton
1366 素材 20 名詞 羊毛 wool
1367 素材 21 名詞 生糸 silk
1368 素材 22 名詞 布 cloth
1369 素材 23 名詞 革 leather
1370 素材 24 名詞 藁（わら） straw
1371 素材 25 名詞 粉 powder
1372 素材 26 名詞 棒切れ stick
1373 素材 27 名詞 針金 wire
1374 素材 28 名詞 ボール紙 cardboard
1375 素材 29 名詞 ガラス glass
1376 素材 30 名詞 鉱物 mineral
1377 素材 31 名詞 大理石 marble
1378 素材 32 名詞 元素 element
1379 素材 33 名詞 磁石 magnet
1380 素材 34 名詞 酸素 oxygen
1381 素材 36 名詞 管（くだ） tube
1382 素材 37 名詞 手本 model
1383 素材 38 形容詞 木でできた wooden
1384 自然 1 名詞 自然 nature
1385 風景・平地 2 名詞 故郷 hometown
1386 風景・平地 3 名詞 風景 landscape
1387 風景・平地 4 名詞 景色 scenery
1388 風景・平地 5 名詞 野原 field
1389 風景・平地 6 名詞 美 beauty
1390 風景・平地 7 名詞 静けさ silence
1391 風景・平地 8 名詞 畏敬 awe
1392 風景・平地 9 名詞 起源 origin
1393 風景・平地 10 名詞 砂 sand
1394 風景・平地 11 名詞 陸 land
1395 風景・平地 12 名詞 内陸 inland
1396 風景・平地 13 名詞 湖 lake
1397 風景・平地 14 名詞 沼地 swamp
1398 風景・平地 15 名詞 熱帯雨林 rain forest
1399 風景・平地 16 名詞 ジャングル jungle

1400 風景・平地 17 名詞 水溜まり（みずたまり） puddle

1401 風景・平地 18 名詞 丘 hill
1402 風景・平地 19 名詞 穴 hole
1403 風景・平地 20 名詞 砂漠 desert
1404 風景・平地 21 名詞 オアシス oasis
1405 風景・平地 22 名詞 氷山 iceberg
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1406 風景・平地 23 名詞 雪だるま snowman
1407 風景・平地 24 名詞 割れ目 gap
1408 自然・山 1 名詞 山 mountain
1409 自然・山 2 名詞 森 forest
1410 自然・山 3 名詞 夜明け dawn
1411 自然・山 4 名詞 日の出 sunrise
1412 自然・山 5 名詞 日没 sunset
1413 自然・山 6 名詞 日光 sunlight
1414 自然・山 7 名詞 陽光 sunshine
1415 自然・山 8 名詞 頂上 top
1416 自然・山 9 名詞 峰 peak
1417 自然・山 10 名詞 谷間 valley
1418 自然・山 11 名詞 虹 rainbow
1419 自然・山 12 名詞 斜面 slope
1420 自然・山 13 名詞 木霊（こだま） echo
1421 自然・山 14 名詞 岩石 rock
1422 自然・山 15 名詞 石 stone
1423 自然・山 16 名詞 峡谷 canyon
1424 自然・山 17 名詞 火山 volcano
1425 自然・山 18 名詞 地面 ground
1426 自然・畑 19 名詞 納屋 barn
1427 自然・畑 20 名詞 田舎 country
1428 自然・畑 21 名詞 泥 mud
1429 自然・畑 22 名詞 田舎者 countryman
1430 自然・畑 23 名詞 案山子（かかし） scarecrow
1431 自然・畑 24 名詞 草 grass
1432 自然・畑 25 名詞 低木の繁み bush
1433 自然・畑 26 名詞 植物 plant
1434 自然・畑 27 名詞 種子 seed
1435 自然・畑 28 名詞 土壌 soil
1436 自然・畑 29 名詞 収穫高 crop
1437 自然・川 1 名詞 湖畔 shore
1438 自然・川 2 名詞 沼 pond
1439 自然・川 3 名詞 源泉 source
1440 自然・川 4 名詞 滝 waterfall
1441 自然・川 5 名詞 川 river
1442 自然・川 6 名詞 小川 stream
1443 自然・川 7 名詞 小川 brook
1444 自然・川 8 名詞 小石 pebble
1445 自然・海 9 名詞 海 sea
1446 自然・海 10 名詞 湾 bay
1447 自然・海 11 名詞 砂浜 beach
1448 自然・海 12 名詞 泡 bubble
1449 自然・海 13 名詞 大洋 ocean
1450 自然・海 14 名詞 沿岸 coast
1451 自然・海 15 名詞 波 wave
1452 自然・海 16 名詞 海岸 seaside
1453 自然・海 17 名詞 岬 cape
1454 自然・海 18 名詞 絶壁 cliff
1455 自然・海 19 名詞 海峡 channel
1456 自然・海 20 名詞 潮流 tide
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1457 自然・海 21 名詞 島 island
1458 自然・海 22 名詞 地中海 Mediterranean Sea
1459 自然・海 23 名詞 インド洋 Indian Ocean
1460 自然 1 名詞 資源 resource
1461 自然 2 名詞 洞穴 cave
1462 自然 3 名詞 影 shadow
1463 自然 4 名詞 哺乳類 mammal
1464 自然 5 名詞 両生類 amphibian
1465 自然 6 名詞 バクテリア bacteria
1466 自然 7 名詞 大陸 continent
1467 自然 8 名詞 地震 earthquake
1468 自然 9 名詞 層 layer
1469 自然 10 名詞 環境 circumstance
1470 自然 11 名詞 均斉 balance
1471 自然 12 名詞 形態 mode
1472 自然 13 名詞 観察 observation
1473 自然 14 名詞 多様性 variety
1474 自然 15 名詞 感覚 sense
1475 自然 16 名詞 保護 protection
1476 自然 17 名詞 酸性雨 acid rain
1477 自然・形容詞 1 形容詞 柔らかい soft
1478 自然・形容詞 2 形容詞 固い hard
1479 自然・形容詞 3 形容詞 安全な safe
1480 自然・形容詞 4 形容詞 危険な dangerous
1481 自然・形容詞 5 形容詞 浅い shallow
1482 自然・形容詞 6 形容詞 深い deep
1483 自然・形容詞 7 形容詞 極地の polar
1484 自然・形容詞 8 形容詞 粘着性のある sticky
1485 自然・形容詞 9 形容詞 大きな塊になった massive
1486 自然・形容詞 10 形容詞 太陽の solar
1487 自然・形容詞 11 形容詞 熱帯の tropical
1488 自然・形容詞 12 形容詞 酸性の acid
1489 自然・形容詞 13 形容詞 化学の chemical
1490 自然・形容詞 14 形容詞 自然の natural
1491 自然・形容詞 15 形容詞 広大な vast
1492 自然・形容詞 16 形容詞 鮮やかな vivid
1493 自然 1 動詞 寝そべる lie down
1494 自然 2 動詞 落ちる fall
1495 自然 3 動詞 横たえる lay
1496 自然 4 動詞 到着する reach
1497 自然 5 動詞 現れる appear
1498 自然 6 動詞 消える disappear
1499 自然 7 動詞 発見する find
1500 自然 8 動詞 探検する explore
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