
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

1501 施設 1 名詞 学校 school
1502 施設 2 名詞 校門 school gate
1503 施設 3 名詞 校庭 schoolyard
1504 施設 4 名詞 校旗 school flag
1505 施設 5 名詞 校舎 school building
1506 施設 6 名詞 講堂 auditorium
1507 施設 7 名詞 体育館 gymnasium
1508 施設 8 名詞 プール swimming pool
1509 施設 9 名詞 教室 classroom
1510 施設 10 名詞 更衣室 changing room
1511 施設 11 名詞 ロッカー locker
1512 施設 12 名詞 理科実験室 science laboratory
1513 施設 13 名詞 美術室 art room
1514 施設 14 名詞 語学実習室 language laboratory
1515 施設 15 名詞 視聴覚室 AV room
1516 施設 16 名詞 音楽室 music room
1517 施設 17 名詞 料理室 cooking room
1518 施設 18 名詞 保健室 nurse's room
1519 施設 19 名詞 自習室 study hall
1520 施設 20 名詞 職員室 teachers room
1521 人 1 名詞 校長 principal
1522 人 2 名詞 教頭 vice-principal
1523 人 3 名詞 先生 teacher
1524 人 4 名詞 担任 homeroom teacher
1525 人 5 名詞 語学指導助手 assistant language teacher

1526 人 6 名詞 養護教諭 school nurse
1527 人 7 名詞 事務員 clerk
1528 人 8 名詞 生徒 pupil
1529 人 9 名詞 学生 student
1530 人 10 名詞 同級生 classmate
1531 人 11 名詞 友達 friend
1532 人 12 名詞 男子生徒 schoolboy
1533 人 13 名詞 女子生徒 schoolgirl
1534 人 14 名詞 文通友達 pen friend
1535 人 15 名詞 ペンフレンド< pen pal
1536 人 16 名詞 仲良し pal
1537 人 17 動詞 生きる live
1538 行事 1 名詞 行事 event
1539 行事 2 名詞 入学式 admission ceremony
1540 行事 3 名詞 始業式 opening ceremony
1541 行事 4 名詞 生徒会選挙 student council election
1542 行事 5 名詞 中間試験 midterm exam
1543 行事 6 名詞 期末試験 final exam
1544 行事 7 名詞 授業参観日 visiting class day for parent

1545 行事 8 名詞 春休み spring break
1546 行事 9 名詞 夏休み summer vacation
1547 行事 10 名詞 冬休み winter break
1548 行事 11 名詞 遠足 outing
1549 行事 12 名詞 修学旅行 school excursion
1550 行事 13 名詞 林間学校 open air school
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1551 行事 14 名詞 臨海学校 seaside school
1552 行事 15 名詞 球技 ball games
1553 行事 16 名詞 マラソン競争 marathon race
1554 行事 17 名詞 文化祭 school festival
1555 行事 18 名詞 合唱コンクール singing contest
1556 行事 19 名詞 運動会 sports day
1557 行事 20 名詞 大掃除 general cleaning
1558 行事 21 名詞 創立記念日 school founding anniversary

1559 行事 22 名詞 卒業証書 diploma
1560 教科 1 名詞 教科 subject
1561 教科 2 名詞 国語 Japanese language
1562 教科 3 名詞 算数 arithmetic
1563 教科 4 名詞 数学 mathematics
1564 教科 5 名詞 英語 English
1565 教科 6 名詞 理科 science
1566 教科 7 名詞 社会 social studies
1567 教科 8 名詞 歴史 history
1568 教科 9 名詞 技術家庭 industrial arts & homemaking

1569 教科 10 名詞 美術 fine arts
1570 教科 11 名詞 保健 health education
1571 教科 12 名詞 体育 physical education
1572 教科 13 名詞 学級活動 homeroom activities
1573 教科 14 名詞 道徳活動 moral activities
1574 教科 15 名詞 生徒会活動 students' association activities

1575 教科 16 名詞 クラブ部活動 club activities
1576 授業 1 名詞 授業 class
1577 授業 2 名詞 学課 lesson
1578 授業 3 名詞 教育 education
1579 授業 4 名詞 講義 lecture
1580 授業 5 名詞 記章 badge
1581 授業 6 名詞 学年 grade
1582 授業 7 名詞 知識 knowledge
1583 授業 8 名詞 出席 attendance
1584 授業 9 名詞 欠席 absence
1585 授業 10 名詞 書式 form
1586 授業 11 名詞 教えること teaching
1587 授業 12 名詞 黒板 blackboard
1588 授業 13 名詞 チョーク chalk
1589 授業 14 名詞 手本 example
1590 授業 15 名詞 ホームルーム homeroom
1591 授業 16 名詞 宿題 homework
1592 授業 17 名詞 教科書 textbook
1593 授業 18 名詞 試験 test
1594 授業 19 名詞 小テスト quiz
1595 授業 20 名詞 質問 question
1596 授業 21 名詞 答え answer
1597 授業 22 名詞 賞 prize
1598 授業 23 名詞 誤り error
1599 授業 24 形容詞 正しい correct
1600 授業 25 形容詞 正しくない incorrect
1601 授業 26 動詞 忘れる forget
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1602 授業 27 動詞 順応する adapt
1603 授業 28 動詞 出席する attend
1604 授業 29 動詞 欠席する absent
1605 授業 30 動詞 教育する educate
1606 授業 31 動詞 卒業する graduate
1607 授業 32 動詞 合格する pass
1608 学習・国語 1 名詞 聞くこと hearing
1609 学習・国語 2 名詞 話すこと speaking
1610 学習・国語 3 名詞 書く事 writing
1611 学習・国語 4 名詞 書き取り dictation
1612 学習・国語 5 形容詞 本物の true
1613 学習・国語 6 形容詞 偽りの false
1614 学習・国語 7 動詞 書き取らせる dictate
1615 学習・国語 8 動詞 下線を引く underline
1616 学習・国語 9 動詞 強調する emphasize
1617 学習・理科 1 名詞 方法 way
1618 学習・理科 2 名詞 理解 understanding
1619 学習・理科 3 名詞 化学 chemistry
1620 学習・理科 4 名詞 液体 liquid
1621 学習・理科 5 名詞 固体 solid
1622 学習・理科 6 名詞 気体 gas
1623 学習・理科 7 動詞 発見する discover
1624 学習・理科 8 動詞 掴まえる catch
1625 学習・理科 9 動詞 観察する observe
1626 学習・数学 1 名詞 公式 formula
1627 学習・数学 2 名詞 平均 average
1628 学習・数学 3 名詞 実例 instance
1629 学習・数学 4 形容詞 論理的な logical
1630 学習・数学 5 副詞 平行して parallel
1631 学習・数学 6 前置詞 足した plus
1632 学習・数学 7 前置詞 引いた minus
1633 学習・数学 8 動詞 反復練習する drill
1634 学習・数学 9 動詞 数える count
1635 学習・数学 10 動詞 計算する calculate
1636 学習・数学 11 動詞 足す add
1637 学習・数学 12 動詞 引く subtract
1638 学習・数学 13 動詞 掛ける multiply
1639 学習・数学 14 動詞 割る divide
1640 学習・数学 15 動詞 暗算する do mental arithmetic
1641 学習・数学 16 動詞 解決する solve
1642 学習・数学 17 動詞 訂正する correct
1643 学習・図工 1 名詞 紙 paper
1644 学習・図工 2 名詞 板 board
1645 学習・図工 3 名詞 線描（せんびょう） drawing
1646 学習・図工 4 名詞 箱 box
1647 学習・図工 5 動詞 精巧に作る craft
1648 学習・図工 6 動詞 壊す break
1649 学習・図工 7 動詞 形作る shape
1650 学習・図工 8 動詞 完成させる complete
1651 学習 1 名詞 真実 truth
1652 学習 2 名詞 興味 interest
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1653 学習 3 名詞 水準 level
1654 学習 4 名詞 記憶 memory
1655 学習 5 名詞 誤り mistake
1656 学習 6 名詞 競争 contest
1657 学習 7 名詞 努力 effort
1658 学習 8 名詞 緊張 tension
1659 学習 9 名詞 活動 activity
1660 学習 10 形容詞 基礎の basic
1661 学習 11 形容詞 初等の elementary
1662 学習 12 形容詞 初級の primary
1663 学習 13 形容詞 教育上の educational
1664 学習 14 形容詞 知性のある intelligent
1665 学習 15 形容詞 難しい difficult
1666 学習 16 形容詞 簡単な easy
1667 学習 17 形容詞 興味を起こさせる interesting
1668 学習 18 形容詞 等しい equal
1669 学習 19 形容詞 勤勉な diligent
1670 学習 20 形容詞 出席して present
1671 学習 1 形容詞 空白の blank
1672 学習 2 副詞 徐々に gradually
1673 学習 3 副詞 ２回 twice
1674 学習 4 動詞 交換する exchange
1675 学習 5 動詞 改善する improve
1676 学習 6 動詞 準備する prepare
1677 学習 7 動詞 理解する understand
1678 学習 8 動詞 誤解する misunderstand
1679 学習 9 動詞 書き留める note
1680 学習 10 動詞 尋ねる ask
1681 学習 11 動詞 知っている know
1682 学習 12 動詞 学ぶ learn
1683 学習 13 動詞 マスターする master
1684 学習 14 動詞 暗記する memorize
1685 学習 15 動詞 覚えている remember
1686 学習 16 動詞 繰り返す repeat
1687 学習 17 動詞 教える teach
1688 学習 18 動詞 訓練する train
1689 学習 19 動詞 詰め込み勉強をする cram
1690 学習 20 動詞 言及する refer
1691 文房具 1 名詞 文房具 stationery
1692 文房具 2 名詞 鉛筆 pencil
1693 文房具 3 名詞 ペン pen
1694 文房具 4 名詞 シャープペンシル mechanical pencil
1695 文房具 5 名詞 ボールペン ballpoint pen
1696 文房具 6 名詞 消しゴム eraser
1697 文房具 7 名詞 定規 ruler
1698 文房具 8 名詞 三角定規 triangle
1699 文房具 9 名詞 分度器 protractor
1700 文房具 10 名詞 コンパス compass
1701 文房具 11 名詞 物差し scale
1702 文房具 12 名詞 帳面 notebook
1703 文房具 13 名詞 帳面の一面 page
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1704 文房具 14 名詞 クリップ clip
1705 文房具 15 名詞 画鋲（がびょう） thumbtack
1706 文房具 16 名詞 ホッチキス stapler
1707 文房具 17 名詞 カッター retractable knife
1708 文房具 18 名詞 鉛筆削り pencil sharpener
1709 文房具 19 形容詞 鋭い sharp
1710 文房具 20 動詞 貼り付ける paste
1711 文房具 21 動詞 置く put
1712 図形 1 名詞 図形 figure
1713 図形 2 名詞 円 circle
1714 図形 3 名詞 三角形 triangle
1715 図形 4 名詞 正三角形 regular triangle
1716 図形 5 名詞 直角三角形 right triangle
1717 図形 6 名詞 ２等辺三角形 isosceles triangle
1718 図形 7 名詞 四角形 square
1719 図形 8 名詞 長方形 rectangle
1720 図形 9 名詞 五角形 pentagon
1721 図形 10 名詞 六角形 hexagon
1722 図形 11 名詞 八角形 octagon
1723 図形 12 名詞 台形 trapezoid
1724 図形 13 名詞 楕円（だえん） oval
1725 図形 14 名詞 球 sphere
1726 図形 15 名詞 円錐 cone
1727 図形 16 名詞 円柱 cylinder
1728 図形 17 名詞 角錐 pyramid
1729 図形 18 名詞 立方体 cube
1730 図形 19 名詞 鋭角 acute angle
1731 図形 20 名詞 鈍角 obtuse angle
1732 図形 21 名詞 頂点 apex
1733 図形 22 名詞 底辺 base
1734 図形 23 名詞 中心 center
1735 図形 1 名詞 円周 circumference
1736 図形 2 名詞 対角線 diagonal line
1737 図形 3 名詞 直径 diameter
1738 図形 4 名詞 半径 radius
1739 図形 5 名詞 斜辺 hypotenuse
1740 図形 6 名詞 線 line
1741 図形 7 名詞 先 point
1742 図形 8 名詞 直角 right angle
1743 図形 9 名詞 形 shape
1744 図形 10 名詞 辺 side
1745 図形 11 名詞 側面 side
1746 図形 12 名詞 横幅 width
1747 図形 13 名詞 長さ length
1748 図形 14 名詞 水平線 horizontal line
1749 図形 15 名詞 垂直線 vertical line
1750 図形 16 名詞 上側 upside
1751 図形 17 名詞 下側 downside
1752 図形 18 名詞 断面図 section
1753 図形 19 名詞 線分 segment
1754 図形 20 名詞 比例 proportion
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1755 図形 21 名詞 直線 straight line
1756 図形 22 名詞 曲線 curved line
1757 図形 23 形容詞 丸い round
1758 単位 1 名詞 フィート feet
1759 単位 2 名詞 半分 half
1760 単位 3 名詞 一片 piece
1761 単位 4 名詞 メートル meter
1762 単位 5 名詞 単位 unit
1763 単位 6 名詞 センチメートル centimeter
1764 単位 7 名詞 ミリメートル millimeter
1765 単位 8 名詞 キロメートル kilometer
1766 単位 9 名詞 インチ inch
1767 単位 10 名詞 マイル mile
1768 単位 11 名詞 グラム gram
1769 単位 12 名詞 キログラム kilogram
1770 単位 13 名詞 ポンド pound
1771 単位 14 名詞 トン ton
1772 単位 15 名詞 リットル liter
1773 単位 16 名詞 ガロン（3.7リットル） gallon
1774 単位 17 名詞 バレル barrel
1775 単位 18 名詞 ヘクタール hectare
1776 単位 19 名詞 エーカー acre
1777 単位 20 名詞 ヤード yard
1778 単位 21 名詞 ノット knot
1779 単位 22 名詞 情報量の最小単位 bit
1780 単位 23 名詞 パーセント percent
1781 単位 24 名詞 １セント cent
1782 単位 25 名詞 ５セント nickel
1783 単位 26 名詞 １０セント dime
1784 単位 27 名詞 ２５セント quarter
1785 単位 28 名詞 ドル dollar
1786 言葉 1 名詞 言語 language
1787 言葉 2 名詞 文字 letter
1788 言葉 3 名詞 表意文字 character
1789 言葉 4 名詞 アルファベット alphabet
1790 言葉 5 名詞 文法 grammar
1791 言葉 6 名詞 意味 meaning
1792 言葉 7 名詞 単語 word
1793 言葉 8 名詞 文 sentence
1794 言葉 9 名詞 綴り spelling
1795 言葉 10 名詞 語彙 vocabulary
1796 言葉 11 名詞 発音 pronunciation
1797 言葉 12 名詞 アクセント accent
1798 言葉 13 名詞 抑揚 intonation
1799 言葉 14 名詞 音節 syllable
1800 言葉 15 名詞 ハイフン hyphen
1801 言葉 16 名詞 カンマ comma
1802 言葉 17 名詞 格言 proverb
1803 言葉 18 名詞 諺（ことわざ） saying
1804 言葉 19 名詞 慣用語句 idiom
1805 言葉 20 名詞 疑問符 question mark
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1806 言葉 21 名詞 強調 emphasis
1807 言葉 22 名詞 感嘆符 exclamation mark
1808 言葉 23 名詞 主語 subject
1809 言葉 24 名詞 述語 predicate
1810 言葉 25 名詞 目的語 object
1811 言葉 26 名詞 動詞 verb
1812 言葉 27 名詞 形容詞 adjective
1813 言葉 28 名詞 副詞 adverb
1814 言葉 29 名詞 前置詞 preposition
1815 言葉 30 形容詞 口語の spoken
1816 言葉 31 形容詞 筆記の written
1817 言葉 32 形容詞 口頭の oral
1818 言葉 33 形容詞 従属する subordinate
1819 言葉 34 動詞 発音する pronounce
1820 言葉 35 動詞 語の文字を綴る spell
1821 言葉 36 動詞 定義する define
1822 本 1 名詞 愛読書 favorite book
1823 本 2 名詞 小説 novel
1824 本 3 名詞 物語 story
1825 本 4 名詞 詩 poem
1826 本 5 名詞 題名 title
1827 本 6 名詞 見出し topic
1828 本 7 名詞 章 chapter
1829 本 8 名詞 本文 text
1830 本 9 名詞 詩集 book of poems
1831 本 10 名詞 絵本 picture book
1832 本 11 名詞 参考書 reference book
1833 本 12 名詞 漫画本 comic book
1834 本 13 名詞 探偵小説 detective story
1835 本 14 名詞 辞書 dictionary
1836 本 15 名詞 百科事典 encyclopedia
1837 本 16 名詞 歴史書 history book
1838 本 17 名詞 月刊誌 monthly
1839 本 18 名詞 週刊誌 weekly
1840 本 19 名詞 ＳＦ小説 science fiction story
1841 本 20 名詞 読者 reader
1842 本 21 形容詞 厚い thick
1843 本 22 形容詞 薄い thin
1844 クラブ活動 1 名詞 同好会 club
1845 クラブ活動 2 名詞 野球部 baseball club
1846 クラブ活動 3 名詞 バスケット部 basketball club
1847 クラブ活動 4 名詞 バレーボール部 volleyball club
1848 クラブ活動 5 名詞 サッカー部 soccer club
1849 クラブ活動 6 名詞 水泳部 swimming club
1850 クラブ活動 7 名詞 卓球部 table tennis club
1851 クラブ活動 8 名詞 テニス部 tennis club
1852 クラブ活動 9 名詞 弓道部 Japanese archery club
1853 クラブ活動 10 名詞 体操部 gymnastic club
1854 クラブ活動 11 名詞 柔道部 judo club
1855 クラブ活動 12 名詞 剣道部 kendo club
1856 クラブ活動 13 名詞 陸上部 track and field club
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1857 クラブ活動 14 名詞 新体操部 rhythmic gymnastic club
1858 クラブ活動 15 名詞 美術部 art club
1859 クラブ活動 16 名詞 天文部 astronomy club
1860 クラブ活動 17 名詞 生物部 biology club
1861 クラブ活動 18 名詞 放送部 broadcasting club
1862 クラブ活動 19 名詞 吹奏楽団 brass band
1863 クラブ活動 20 名詞 合唱部 chorus club
1864 クラブ活動 21 名詞 演劇部 drama club
1865 クラブ活動 22 名詞 地学部 earth science club
1866 クラブ活動 23 名詞 英語部 English Club
1867 クラブ活動 24 名詞 華道部 flower arrangement club
1868 クラブ活動 25 名詞 茶道部 tea ceremony club
1869 クラブ活動 26 名詞 囲碁将棋部 go and shogi club
1870 クラブ活動 27 名詞 紙工芸部 paper craft club
1871 クラブ活動 28 名詞 物理部 physics club
1872 クラブ活動 29 名詞 理科部 science club
1873 クラブ活動 30 名詞 化学部 chemistry club
1874 クラブ活動 31 名詞 コンピュータ部 computer club
1875 クラブ活動 32 名詞 応援部 cheerleading club
1876 野球 1 名詞 野球 baseball
1877 野球 2 名詞 野球選手 baseball player
1878 野球 3 名詞 取っ手 grip
1879 野球 4 名詞 ボール ball
1880 野球 5 名詞 グローブ globe
1881 野球 6 名詞 バット bat
1882 野球 7 名詞 キャプテン captain
1883 野球 8 名詞 一員 member
1884 野球 9 名詞 投手 pitcher
1885 野球 10 名詞 勝利投手 winning pitcher
1886 野球 11 名詞 打者 hitter
1887 野球 12 名詞 マウンド mound
1888 野球 13 名詞 捕手 catcher
1889 野球 14 名詞 本塁 home plate
1890 野球 15 名詞 ホームラン home run
1891 野球 16 名詞 ミット mitt
1892 野球 17 名詞 審判 umpire
1893 野球 18 名詞 得点表 score
1894 野球 19 形容詞 規則に反した foul
1895 野球 20 動詞 ノックする knock
1896 野球 21 動詞 打つ hit
1897 野球 22 動詞 投げる throw
1898 野球 23 動詞 投球する pitch
1899 野球 24 動詞 振る swing
1900 野球 25 動詞 弾む bounce
1901 野球 26 動詞 打ち負かす beat
1902 球技他 1 名詞 ゴールキーパー goalkeeper
1903 球技他 2 動詞 サーブする serve
1904 球技他 3 動詞 打ち返す return
1905 球技他 4 動詞 タックルする tackle
1906 球技他 5 動詞 ドリブルする dribble
1907 球技他 6 動詞 突進する dash
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1908 球技他 7 動詞 しがみつく cling
1909 球技他 8 動詞 持ち上げる lift
1910 球技他 9 動詞 蹴る kick
1911 球技他 10 動詞 シュートする shoot
1912 球技他 11 動詞 パスする pass
1913 球技他 12 動詞 狙う aim
1914 陸上 1 名詞 陸上競技 track and field
1915 陸上 2 名詞 ランニング running
1916 陸上 3 名詞 マラソン marathon
1917 陸上 4 名詞 ストップウォッチ stopwatch
1918 陸上 5 名詞 運動競技者 athlete
1919 陸上 6 名詞 ハンマー投げ hammer throw
1920 陸上 7 名詞 砲丸投げ shot put
1921 陸上 8 名詞 走り高跳び high jump
1922 陸上 9 名詞 障害物競走 hurdles
1923 陸上 10 名詞 槍投げ javelin throw
1924 陸上 11 名詞 幅跳び long jump
1925 陸上 12 名詞 棒高跳び pole vault
1926 陸上 13 名詞 横棒 bar
1927 陸上 14 名詞 走者 runner
1928 陸上 15 名詞 運動競技 athletic sports
1929 陸上 16 名詞 歩調 pace
1930 陸上 17 名詞 短距離走者 sprint
1931 陸上 18 名詞 槍 javelin
1932 陸上 19 名詞 運動場 playground
1933 陸上 1 形容詞 ゆるい loose
1934 陸上 2 動詞 方向を変える turn
1935 陸上 3 動詞 片足で跳ぶ hop
1936 陸上 4 動詞 ジョギングする jog
1937 陸上 5 動詞 飛び越える jump
1938 陸上 6 動詞 跳ぶ leap
1939 陸上 7 動詞 跳ねる skip
1940 陸上 8 動詞 競争する race
1941 体操 9 名詞 平行棒 parallel bars
1942 体操 10 名詞 平均台 balance beam
1943 体操 11 名詞 床 mat
1944 体操 12 名詞 トランポリン trampoline
1945 体操 13 動詞 いっぱいに伸ばす stretch
1946 体操 14 動詞 曲げる bend
1947 体操 15 動詞 膝をつく kneel
1948 スポーツ 1 名詞 テニス tennis
1949 スポーツ 2 名詞 バドミントン badminton
1950 スポーツ 3 名詞 サイクリング cycling
1951 スポーツ 4 名詞 卓球 ping-pong
1952 スポーツ 5 名詞 スキー skiing
1953 スポーツ 6 名詞 スキーヤー skier
1954 スポーツ 7 名詞 スケート skating
1955 スポーツ 8 名詞 フィギュアスケート figure skating
1956 スポーツ 9 名詞 ジャンプ ski jumping
1957 スポーツ 10 名詞 ボブスレー bobsled
1958 スポーツ 11 名詞 ゴルフ golf
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1959 スポーツ 12 名詞 ボクシング boxing
1960 スポーツ 13 名詞 クローケー croquet
1961 スポーツ 14 名詞 器械体操 gymnastics
1962 スポーツ 15 名詞 ウエイトリフティング weight lifting
1963 スポーツ 16 名詞 レスリング wrestling
1964 スポーツ 17 名詞 乗馬 horseback riding
1965 スポーツ 18 名詞 スカイダイビング skydiving
1966 スポーツ 19 名詞 空手 karate
1967 スポーツ 20 名詞 的（まと） target
1968 スポーツ 21 名詞 矢 arrow
1969 スポーツ 22 名詞 チーム team
1970 スポーツ 23 名詞 チームの一員 teammate
1971 スポーツ 24 名詞 共同作業 teamwork
1972 スポーツ 25 名詞 競争相手 rival
1973 スポーツ 26 名詞 スポーツマン sportsman
1974 スポーツ 27 名詞 初心者 beginner
1975 スポーツ 1 名詞 競技者の公平な態度 sportsmanship
1976 スポーツ 2 名詞 競技場 stadium
1977 スポーツ 3 名詞 トロフィ trophy
1978 スポーツ 4 名詞 メダル medal
1979 スポーツ 5 名詞 勝利 victory
1980 スポーツ 6 名詞 優勝旗 pennant
1981 スポーツ 7 名詞 凱(がい)旋 triumph
1982 スポーツ 8 名詞 不振 slump
1983 スポーツ 9 名詞 優勝者 champion
1984 スポーツ 10 名詞 運動 exercise
1985 スポーツ 11 名詞 試合 match
1986 スポーツ 12 名詞 訓練 training
1987 スポーツ 13 名詞 力 power
1988 スポーツ 14 名詞 集団 group
1989 スポーツ 15 名詞 闘志 fight
1990 スポーツ 16 形容詞 興奮した excited
1991 スポーツ 17 動詞 スキーをする ski
1992 スポーツ 18 動詞 スケートをする skate
1993 スポーツ 19 動詞 負かす defeat
1994 スポーツ 20 動詞 勝つ win
1995 スポーツ 21 名詞 賞を授与する award
1996 スポーツ 22 動詞 失う lose
1997 スポーツ 23 動詞 練習する practice
1998 スポーツ 24 動詞 失敗する fail
1999 スポーツ 25 動詞 訓練する exercise
2000 スポーツ 26 動詞 エールを送る。 yell
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