
番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳

1 L１ 動機づけ よこづな 横綱 a sumo wrestler of the highest rank
2 L１ 動機づけ こうそくどうろ 高速・道路 a superhighway
3 L１ 動機づけ うちゅう 宇宙 universe
4 L１ 動機づけ ないかく 内閣 cabinent
5 L１ 動機づけ みだし 見出し a headline
6 L１ 動機づけ どくとく（な/の） 独特（な/の） characteristic
7 L１ 動機づけ しょうりゃく（する） 省略（する） (to)omit
8 L１ 動機づけ げんざいけい 現在・形 present tense
9 L１ 動機づけ みらい 未来 future
10 L１ 動機づけ おぜ 尾瀬 固
11 L１ 動機づけ きぎ 木々 trees
12 L１ 動機づけ かれる 枯れる to wither
13 L１ 動機づけ すぎかふん スギ・花粉 pollen
14 L１ 動機づけ ひさん（する） 飛散（する） scatter
15 L１ 動機づけ むかい 向井 固
16 L１ 動機づけ こうべ 神戸 固
17 L１ 動機づけ ちゅうしん 中心 center
18 L１ 動機づけ だいしんさい 大・震災 big earthquake(s)
19 L１ 動機づけ ふじさん 富士山 固
20 L１ 動機づけ せかいいさん 世界・遺産 a world heritage
21 L１ 動機づけ だんし 男子 boys
22 L１ 動機づけ よんきょう ４・強 semifinalist(s)
23 L１ 動機づけ こうがく（な／の） 高額（な／の） expensive
24 L１ 動機づけ ずらりと an array of
25 L１ 動機づけ ならぶ 並ぶ stand in a line
26 L１ 動機づけ べい 米 U. S. A
27 L１ 動機づけ アイビールック アイビー・ルック the Ivy(-League) look
28 L１ 動機づけ きかくてん 企画・展 exhibition
29 L１ 動機づけ ていでん（する） 停電（する） power failure
30 L１ 動機づけ しょくひん 食品 food(s)
31 L１ 動機づけ あんぜんせい 安全・性 safety
32 L１ 本文１ きんきちほう 近畿・地方 固 the Kinki region
33 L１ 本文１ にしにほん 西・日本 固 Western Japan
34 L１ 本文１ ひがしにほん 東・日本 固 Eastern Japan
35 L１ 本文１ おおさかかんくきしょうだい 大阪・管区・気象台 固 Osaka District Meteorological Observatory
36 L１ 本文１ すもと 洲本 固
37 L１ 本文１ しんど 震度 seismic intensity
38 L１ 本文１ れっしん 烈震 a very violent shock
39 L１ 本文１ ひこね 彦根 固  
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
40 L１ 本文１ とよおか 豊岡 固
41 L１ 本文１ きょうしん 強震 a severe shock
42 L１ 本文１ しんげん 震源 the epicenter
43 L１ 本文１ あわじしま 淡路・島 固
44 L１ 本文１ ほくい 北緯 ～degrees north
45 L１ 本文１ とうけい 東経 ～degrees east
46 L１ 本文１ ふかさ 深さ depth
47 L１ 本文１ キロ km
48 L１ 本文１ マグニチュード magnitude
49 L１ 本文１ すいてい(する) 推定（する） to estimate, an estimation
50 L１ 本文１ ちょっかがた 直下・型 固 earthquake(in a populated region)
51 L１ 本文１ はんしん 阪神 Osaka and Kobe
52 L１ 本文１ ━かん ━間 between
53 L１ 本文１ とうかい（する） 倒壊（する） (to)collapse
54 L１ 本文１ あいつぐ 相次ぐ to happen one after another
55 L１ 本文１ けいさつちょう 警察・庁 固 the National Police Agency
56 L１ 本文１ あさひしんぶんしゃ 朝日・新聞社 Asahi Newspaper Company
57 L１ 本文１ ししゃ 死者 the deceased
58 L１ 本文１ いきうめ 生き埋め being buried alive
59 L１ 本文１ ゆくえふめいしゃ 行方・不明・者 missing persons
60 L１ 本文１ ふしょうしゃ 負傷・者 the injured
61 L１ 本文１ かおく 家屋 buildings
62 L１ 本文１ そんかい（する） 損壊（する） to be damaged / damage, be destroyed
63 L１ 本文１ （１９７１）とう (1971）棟 counter suffix for buildings
64 L１ 本文１ のぼる 　　 reach, amount(to)～
65 L１ 本文１ ジェイアール ＪＲ 固
66 L１ 本文１ ざいらいせん 在来・線 the old line
67 L１ 本文１ してつ 私鉄 a private railway
68 L１ 本文１ そんしょう（する） 損傷（する） (to) damage
69 L１ 本文１ かんぼつ（する） 陥没（する） to subside / subsidence, (to)collapse
70 L１ 本文１ こうか 高架 elevated, overhead
71 L１ 本文１ らっか（する） 落下（する） (to)fall
72 L１ 本文１ こうつうもう 交通・網 traffic network
73 L１ 本文１ まひじょうたい マヒ・状態 to be paralyzed
74 L１ 本文１ すんだん（する） 寸断（する） (to)cut
75 L１ 本文１ だげき 打撃 damage
76 L１ 本文１ きしょうちょう 気象・庁 固 the Meteorological Agency
77 L１ 本文１ ひょうごけんなんぶじしん 兵庫県・南部・地震 固 the Great Hanshin Earthquake
78 L１ 本文１ めいめい（する） 命名（する） to give a name
79 L１ 本文１ ひがい 被害 　 injury 
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
80 L１ 本文１ ふくいじしん 福井・地震 固  
81 L１ 本文１ いらい 以来　 since
82 L１ 本文１ きたたんごじしん 北丹後・地震 固
83 L１ 本文１ ろっこう 六甲 固
84 L１ 本文１ だんそう 断層 a fault(line)
85 L１ 本文１ いずれ 　　　　 either, one or the other
86 L１ 本文１ リード summary
87 L１ 本文１ ぜんぶん 前文 summary
88 L１ 本文１ ようやく（する） 要約（する） to summarize / summary
89 L１ 本文１ はんしんあわじだいしんさい 阪神・淡路・大震災 固
90 L１ 本文１ はっせい（する） 発生（する） occurrence / to occur
91 L１ 本文１ ゆうかん 夕刊 an evening paper
92 L１ 本文１ じょうほう 情報 news
93 L１ 本文１ よみとる 読み取る to read
94 L１ 本文１ さいしゅうてき（な） 最終・的（な） eventually, in the end
95 L１ 本文１ ━あまり ━余り more than～
96 L１ 本文１ だいさいがい 大・災害 huge disaster 
97 L１ 本文１ ぶんせき（する） 分析（する） to analyze /  an analysis
98 L１ 本文１ かいせつ（する） 解説（する） (to)comment(on)
99 L１ 本文１ ごダブリューいちエイチ ５Ｗ１Ｈ 5W1H(why,who,where,what,how)
100 L１ 本文１ える 得る 　 to get
101 L１ コラム こくめい 国名 a name of a country
102 L１ コラム ちいきめい 地域・名 a name of a region
103 L１ コラム （ひと）もじ （一）文字 a letter
104 L１ コラム おう 欧 固
105 L１ コラム えい 英 固
106 L１ コラム ふつ 仏 固
107 L１ コラム どく 独 固
108 L１ コラム い 伊 固
109 L１ コラム あ 亜 固
110 L１ コラム ちゅう 中 固
111 L１ コラム たい 台 固
112 L１ コラム たい 泰 固
113 L１ コラム かん 韓 固
114 L１ コラム えつ　 越 固
115 L１ コラム いん 印 固
116 L１ コラム ごう 豪 固
117 L１ コラム か 加 固
118 L１ 聴解 みとおし 見通し an unobstructed view  
119 L１ 聴解 ちょくせん 直線 a straight line
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
120 L１ 聴解 だしすぎ 出し過ぎ exceeding 
121 L１ 聴解 かくにん（する） 確認（する） to confirm / confirmation  
122 L１ 聴解 くわしい 詳しい detailed
123 L１ 聴解 ぜんりょく 全力 total effort
124 L１ 聴解 あげる 挙げる 全力を挙げる　to make a every　effort
125 L１ 聴解 ストーブ 　 a stove, a heater
126 L１ 聴解 しゅうへん 周辺 surrounding
127 L１ 聴解 おとずれ 訪れ arrival
128 L１ 聴解 つげる 告げる to tell
129 L１ 聴解 こうれい 恒例 customary
130 L１ 聴解 うみびらき 海開き　 the formal start of the sea-bathing season
131 L１ 聴解 ふうぶつし 風物詩 seasonal features
132 L１ 聴解 ビジネス business
133 L１ 聴解 しゅっちょう（する） 出張（する） to travel on business, a business trip
134 L１ 聴解 かいがい 海外 overseas
136 L１ 聴解 したまわる 下回る to be lower than
135 L１ 聴解 ━ぶり after an interval of～
137 L１ 聴解 うわまわる 上回る to be more than
138 L１ 聴解 やや 　　 副 slightly
139 L１ 聴解 わずか（な/の） 副/な slightly
140 L１ 聴解 じょじょに 徐々に 副 gradually
141 L１ 聴解 きゅうげき（な） 急激（な） sudden
142 L１ 聴解 やけど（する） 　 get burned
143 L１ 聴解 こうさてん 交差点 an intersection
144 L１ 聴解 いんしゅうんてん 飲酒・運転 drunken driving
145 L１ 聴解 いねむりうんてん 居眠り・運転 doze while driving
146 L１ 聴解 わきみうんてん わき見・運転 inattentive driving
147 L１ 聴解 きゅうじょ（する） 救助（する） (to)rescue
148 L１ 聴解 くんれん（する） 訓練（する） to train / training
149 L１ 聴解 おはらい a Shinto rite to exorcize evil spirits
150 L１ 聴解 しちょう 市長 a mayor
151 L１ 作文 ようそ 要素 an element
152 L１ 作文 おぎなう 補う to add
153 L１ 作文 ろじょう 路上 on the street
154 L１ 作文 ふてい 不定 of no fixed(address)
155 L１ 作文 むしょく 無職 unemployed
156 L１ 作文 ほうせきてん 宝石・店 a jewelry shop
157 L１ 作文 うたがい 疑い suspicion
158 L１ 作文 たいほ（する） 逮捕（する） (to)arrest
159 L１ 作文 すべる 滑る slip
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
160 L１ 作文 きをうしなう 気を失う 慣 (to)lose consciousness
161 L１ 作文 とりおさえる 取り押さえる to arrest
162 L１ 作文 エイプリルフール エイプリル・フール April Fool
163 L１ 作文 どくしゃ 読者 readers
164 L１ 作文 たのしみ（な） 楽しみ（な） 名/な (have)fun
165 L１ 作文 そうてい（する） 想定（する） to imagine
166 L１ 作文 たのしむ 楽しむ to enjoy
167 L１ 本文２ こくさいこうりゅう 国際・交流 international exchange
168 L１ 本文２ ぶんかタイムズ 文化・タイムズ 固 Bunka Times
169 L１ 本文２ バスケス・モレラ 固  
170 L１ 本文２ シリーズ a series
171 L１ 本文２ バークハイアットホテル バークハイアット・ホテル 固 Park Hyatt Hotel
172 L１ 本文２ ふかふか 擬 soft
173 L１ 本文２ さわやか（な） fresh
174 L１ 本文２ えがお 笑顔 a smiling face
175 L１ 本文２ スペインご スペイン・語 Spanish
176 L１ 本文２ たんのう（な） 堪能（な） to be proficient in～
177 L１ 本文２ ごがくりょく 語学・力 language ability
178 L１ 本文２ いかす 生かす to make the most of～
179 L１ 本文２ りよう（する） 利用（する） (to) stay
180 L１ 本文２ おきゃくさま お客様 a guest
181 L１ 本文２ たよる 頼る to rely on
182 L１ 本文２ アドバイザー 　　　 adviser
183 L１ 本文２ ベネズエラ 固 Venezuela
184 L１ 本文２ ししゃ 支社 branch
185 L１ 本文２ けいやく（する） 契約（する） a contract / to make a contract
186 L１ 本文２ マネージャー 　 a manager
187 L１ 本文２ さいよう（する） 採用（する） employment / to employ
188 L１ 本文２ ラッキー（な） lucky
189 L１ 本文２ ふきそく（な） ふきそく（な） irregular
190 L１ 本文２ こたえる 応える to meet(one's expectations)
191 L１ 本文２ つめきり 爪切り nail clippers
192 L１ 本文２ たのむ 頼む to ask for～
193 L１ 本文２ であう 出会う to meet   
194 L１ 本文２ さすが（な/の） 副/な as expected
195 L１ 本文２ しゅうし（する） 終始（する） 名/副 all the time, throughout
196 L１ 本文２ たえる 絶える to cease
197 L１ 本文２ タフ（な） tough
198 L１ 本文２ たくましさ strong, powerful, strong minded
199 L１ 本文２ いぶんか 異・文化 a different culture
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
200 L１ 本文２ すっと 擬 straight, direct
201 L１ 本文２ しなやかさ adaptability
202 L１ 本文２ もちあわせる 持ち合わせる to combine
203 L１ 本文２ すてき（な） 素敵（な） nice, splendid
204 L１ 本文２ すすめ 勧め recommendation
205 L１ 本文２ たいけん（する） 体験（する） (to) experience
206 L１ 本文２ ありのまま（に） 名/副 as it is
207 L１ 本文２ チャンス opportunity
208 L１ 本文２ プログラム program
209 L１ 本文２ じっし（する） 実施（する） (to put into) practice
210 L１ 本文２ いちいん 一員 a member
211 L１ 本文２ あまえる 甘える to be dependent on
212 L１ 本文２ あとかたづけ（する） 後片付け（する） clearing up / to clear up
213 L１ 本文２ ささい（な） small
214 L１ 本文２ まもる 守る to kip, to uphold
215 L１ 本文２ といあわせ 問い合わせ inquiries
216 L１ 本文２ さき 先 the place(where～）
217 L１ 本文２ アジアこうりゅうざいだん アジア・交流・財団 固
218 L１ 本文２ べんろんたいかい 弁論・大会 speech contest
219 L１ 本文２ もちつき 餅つき rice-cake making
220 L１ 本文２ きゅうしゅうこくさいこうりゅうセンター 九州・国際・交流・センター 固
221 L１ 本文２ ながさき 長崎 固
222 L１ 本文２ かざり 限り limit
223 L１ 本文２ はやめ 早め a little early
224 L１ 本文２ みみより（な） 耳寄り（な） 名/な welcome(news)
225 L１ 本文２ かぜ 風邪 cold, flu
226 L１ 本文２ まんびょう 万病 all diseases
227 L１ 本文２ もと 元 source, cause
228 L１ 本文２ とっておき highly-valued. best
229 L１ 本文２ みんかんりょうほう 民間・療法 an old wives' remedy
230 L１ 本文２ たまござけ 卵酒 eggnog
231 L１ 本文２ ぽかぽか 擬 to get warm
232 L１ 本文２ いたみ 痛み an ache
233 L１ 本文２ ねぎ spring onion
234 L１ 本文２ まく 巻く to have～around(one's neck)
235 L１ 本文２ ぜんじどう 全・自動 full automatic
236 L１ 本文２ ドラムしき ドラム・式 drum type
237 L１ 本文２ かんそう（する） 乾燥（する） dry
238 L１ 本文２ きのう 機能 function
239 L１ 本文２ こうにゅう（する） 購入（する） (to)purchase, to buy
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
240 L１ 本文２ キム　ヨンミ 金　英美 固
241 L１ 本文２ パソコン computer
242 L１ 本文２ ゆずる 譲る to sell 
243 L１ 本文２ ねだん 値段 price
244 L１ 本文２ よしい　ただし 吉井　正 固
245 L１ 本文２ ぶんかフォーラム 文化・フォーラム 固
246 L１ 本文２ ぼしゅう（する） 募集（する） (to)recruit, (to)welcome
247 L１ 本文２ オーストラリア 固 Australia
248 L１ 本文２ しょうさい（な） 詳細（な） 名/な details
249 L１ 本文２ おおうち　ひろゆき 大内　博之 固
250 L１ 本文２ ちゅうせん（する） 抽選（する） drawing lots / to draw lots
251 L１ 本文２ としょカード 図書・カード a book coupon
252 L１ 本文２ やくにたつ 役に立つ 慣 to be useful
253 L１ 本文２ とりあげる 取り上げる to contribute, to offer
254 L１ 本文２ おうぼ（する） 応募（する） to apply
255 L１ 本文２ きまり rules
256 L１ 本文２ とうせんしゃ 当選･者 a prizewinner
257 L１ 本文２ せいべつ 性別 the distinction of sex
258 L１ 文・表１～６ すくなくとも 少なくとも 副 at least
259 L１ 文・表１～６ ほうりつ 法律 law
260 L１ 文・表１～６ インタビュアー 　 interviewer
261 L１ 文・表１～６ とうちょう（する） 登頂（する） to reach the summit
262 L１ 文・表１～６ とざんか 登山・家 a mountaineer
263 L１ 文・表１～６ チャレンジ（する） 　 to try hard, to do one's best, challenge / to challenge
264 L１ 文・表１～６ つかいこなす 使いこなす to use～efficiently
265 L１ 文・表１～６ わだ 和田 固
266 L１ 文・表１～６ もとー 元ー ex-
267 L１ 文・表１～６ がいこうかん 外交官 diplomat
268 L１ 文・表１～６ いちりゅう 一流 top-ranking
269 L１ 文・表１～６ きばつ（な） 奇抜（な） unconventional
270 L１ 文・表１～６ ざんしん（な） 斬新（な） novel
271 L１ 文・表１～６ デザイン（する） (to)design
272 L１ 文・表１～６ しきしゃ 指揮・者 a conductor
273 L１ 文・表１～６ おざわ　せいじ 小沢　征爾 固   
274 L１ 文・表１～６ オザワホール オザワ・ホール 固
275 L１ 文・表１～６ コンサートホール コンサート・ホール a concert hall
276 L１ 文・表１～６ きんたいしゅつ 禁・帯出 not allowed to take out
277 L１ 文・表１～６ かしだしがかり 貸出・係 person in charge of lending
278 L１ 文・表１～６ みき 美紀 固
279 L１ 文・表１～６ ふっくら（する） (to be)plump
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
280 L１ 文・表１～６ ユーリ 固
281 L１ 文・表１～６ まいしょく 毎食 every meal
282 L１ 文・表１～６ エネルギー energy
283 L１ 文・表１～６ かいぎ（する） 会議（する） (to have)a meeting
284 L１ 文・表１～６ さんこう 参考 reference
285 L１ 文・表１～６ しゅっせ（する） 出世（する） to make headway in life, to succeed in life / success in life
286 L１ 文・表１～６ やるき やる気 willingness, enthusiasm
287 L１ 文・表１～６ つゆどき 梅雨･時 the rainy season
288 L１ 文・表１～６ しつど 湿度 humidity
289 L１ 文・表１～６ しょくちゅうどく 食・中毒 food poisoning
290 L１ 文・表１～６ きをつける 気をつける 慣 to be careful, to watch out
291 L１ 文・表１～６ のりこ 典子 固
292 L１ 文・表１～６ てんすう 点数 points, grade
293 L１ 文・表１～６ きにする 気にする 慣 to worry, to be nervous
294 L１ 文・表１～６ にほんちゃ 日本・茶 Japanese tea
295 L１ 文・表１～６ シルク silk
296 L１ 文・表１～６ スカーフ scarf
297 L１ 文・表１～６ レジャー leisure
298 L１ 文・表１～６ ぶんかめん 文化・面 the Culture page
299 L１ 文・表１～６ とうとげきじょう 東都･劇場 固
300 L１ 文・表１～６ じょうえんちゅう 上演・中 now showing
301 L１ 文・表１～６ ちんもく（する） 沈黙（する） silence / to be silent
302 L１ 文・表１～６ しゅえん（する） 主演（する） (be a)star(in s play)
303 L１ 文・表１～６ おがた 緒方 固
304 L１ 文・表１～６ しょうじょやく 少女・役 act the part of a girl
305 L１ 文・表１～６ あだち 安達 固
306 L１ 文・表１～６ ねつえん（する） 熱演（する） an impassioned performance / to perform impassionately
307 L１ 文・表１～６ あんぜんせい 安全・性 safety
308 L１ 文・表１～６ はいりょ（する） 配慮（する） to consider / consideration
309 L１ 文・表１～６ けんこうほけん 健康・保険 health insurance
310 L１ 文・表１～６ ちりょうひ 治療・費 doctor's fee
311 L１ 文・表１～６ ぜんがく 全額 the full amount
312 L１ 文・表１～６ しはらう 支払う to pay
313 L１ 文・表１～６ りゅうつうコスト 流通・コスト cost of distribution
314 L１ 文・表１～６ かんぜい 関税 customs duties
315 L１ 文・表１～６ ゆにゅうひん 輸入・品 imported goods
316 L１ 文・表１～６ とりのこす 取り残す to leave behind
317 L１ 文・表１～６ すっきり 擬 to feel fine, to be refreshed
318 L１ 副詞 なかえ 中江 固
319 L１ 副詞 りくじょうせんしゅ 陸上・選手 an athlete

8



番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
320 L１ 副詞 さくひん 作品 product, work of art
321 L１ 副詞 いけだ 池田 固
322 L１ 副詞 もりあがる 盛り上がる to liven up
323 L１ 副詞 わらいごえ 笑い・声 laughter
324 L１ 副詞 ゴルフじょう ゴルフ・場 a golf course
325 L１ 副詞 ぎかい 議会 an assembly
326 L１ 副詞 いっかん（する） 一貫（する） consistently
327 L１ 副詞 となえる 唱える to advocate, urge～
328 L１ 副詞 こうじ（する） 工事（する） construction / to construct
329 L１ 副詞 はらがたつ 腹が立つ 慣 to get angry
330 L１ 副詞 やしろ 八代 固
331 L１ 副詞 こうほ 候補 a candidate
332 L１ 副詞 らくせん（する） 落選（する） to lose an election, to fail to be elected
333 L１ 副詞 たちさる 立ち去る to leave
334 L１ 活動 ミニしんぶん ミニ・新聞 mini newspaper
335 L１ 活動 てきせつ（な） 適切（な） suitable, proper
336 L１ 活動 あく 空く to have time to spare, to be available
337 L１ 活動 たすかる 助かる to help
338 L１ 活動 さっそく 早速 副 right away
339 L１ 活動 おも（な） 主（な） main 
340 L１ 活動 うながす 促す to prompt
341 L１ 活動 ひとくぎり（する） 一区切り（する） a break, an end
342 L１ 活動 あいづち 相づち feed back
343 L１ 活動 くりかえす 繰り返す to repeat
344 L１ 活動 やめる 辞める to quit(one's job)
345 L１ 活動 ぶんたい 文体 style
346 L１ 活動 とういつ（する） 統一（する） to unify / unity
347 L１ 活動 はなしことば 話し・言葉 spoken language

348 L２ 動機づけ アフリカ 固 Africa
349 L２ 動機づけ アジア 固 Asia 
350 L２ 動機づけ インドよう インド洋 固 the Indian Ocean
351 L２ 動機づけ たいせいよう 大西洋 固 the Atlantic Ocean
352 L２ 本文１ グランドキャニオン 固 the Grand Canyon
353 L２ 本文１ (360)ど (360)度 (360)degrees
354 L２ 本文１ みわたす 見渡す to look out over 見渡す限りas far as the eye can see
355 L２ 本文１ ちゃいろ 茶色 brown
356 L２ 本文１ ごつごつ 擬 rugged
357 L２ 本文１ いわはだ 岩肌 the rock surface
358 L２ 本文１ ひろがる 広がる to spread, to extend

Ｌ２
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
359 L２ 本文１ はえる 生える to grow
360 L２ 本文１ きょうこく 峡谷 a gorge
361 L２ 本文１ (350)キロ (350)km (350)km
362 L２ 本文１ ゆうだいさ 雄大さ magnificent, majestic
363 L２ 本文１ とる 執る ペンを執る　to write
364 L２ 本文１ げじゅん 下旬 the last ten days(of a month)
365 L２ 本文１ （に）がっき (二）学期 (the second) semester
366 L２ 本文１ ソムチャイ・チャカタカーン 固
367 L２ 本文１ わたなべ　ようすけ 渡辺　洋介 固
368 L２ 本文１ スイス 固 Switzerland
369 L２ 本文１ ユングフラウヨッホ 固  
370 L２ 本文１ こおり 氷 　 ice
371 L２ 本文１ ミューレン 固
372 L２ 本文１ ガイドブック guidebook
373 L２ 本文１ あなば 穴場 a little-known place
374 L２ 本文１ こんどう 近藤 固
375 L２ 本文１ わざわざ 副 to take the trouble(to do ～）
376 L２ 本文１ みおくる 見送る to see somebody off
377 L２ 本文１ ダイビング 　 diving
378 L２ 本文１ とうめいど 透明・度 (the degree of)transparency
379 L２ 本文１ むれ 群れ a school
380 L２ 本文１ なす 群れをなす　to form groups
381 L２ 本文１ べっせかい 別世界 another world
382 L２ 本文１ すいちゅう 水中 under water
383 L２ 本文１ グレートバリアリーフ 　 固 Great Barrier Reef
384 L２ 本文１ ━にて in～,　at～
385 L２ 本文１ ギセラ・グラフ 固
386 L２ 本文１ かじわら　けんたろう 梶原　健太郎 固
387 L２ 本文１ さばく 砂漠 a desert
388 L２ 本文１ ペキン 北京 固 Beijing
389 L２ 本文１ やこう 夜行 夜行列車　a night train
390 L２ 本文１ れっしゃ 列車 train
391 L２ 本文１ ゆる 揺る to sway, to rock
392 L２ 本文１ さらに 副　 furthermore
393 L２ 本文１ ようやく 副 finally
394 L２ 本文１ すなまみれ 砂・まみれ covered with sand
395 L２ 本文１ なえぎ 苗木 a young plant
396 L２ 本文１ うえる 植える to plant
397 L２ 本文１ なにもかも 何もかも 副 everything
398 L２ 本文１ いざかや 居酒屋 a Japanese-style bar
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
399 L２ 本文１ こうだい（な） 広大（な） vast, immense
400 L２ 本文１ バケツ a bucket
401 L２ 本文１ くむ to scoop up
402 L２ 本文１ やりがい worthwhile, worth doing
403 L２ 本文１ したがう 従う to take, to follow(advice,etc)
404 L２ 本文１ しょくりん（する） 植林（する） tree-planting / to plant trees
405 L２ 本文１ ボランティア a volunteer
406 L２ 本文１ ツアー tour
407 L２ 本文１ そうそう 草々 your truly
408 L２ 本文１ にしむら　ひでお 西村　秀夫 固
409 L２ 本文１ きしたに　あけみ 岸谷　明美 固
410 L２ 本文１ （ひと）まわり （一）回り circumference, size(of clothes, etc)
411 L２ 文・表１～５ ろうじんホーム 老人・ホーム a home for the aged, an old peoples home
412 L２ 文・表１～５ かつどう（する） 活動（する） to take an active part(in), activity 
413 L２ 文・表１～５ そうむか 総務・課 the general affairs section
414 L２ 文・表１～５ めぐみ 恵 固
415 L２ 文・表１～５ クリーニング（する） to do laundry
416 L２ 文・表１～５ ついで（に） 名/副 at the same time, at one's earliest convenience
417 L２ 文・表１～５ つうしんはんばい 通信・販売 catalogue shopping, buying something by mail
418 L２ 文・表１～５ ていきてき（な） 定期・的（な） regularly
419 L２ 文・表１～５ カタログ catalogue
420 L２ 文・表１～５ プロジェクト project
421 L２ 文・表１～５ けん 件 matter
422 L２ 文・表１～５ パリ 固 Paris
423 L２ 文・表１～５ ていねんご 定年・後 after retirement
424 L２ 文・表１～５ オリンピック the Olympics
425 L２ 文・表１～５ しゅつじょう（する） 出場（する） to take part in ～, participation
426 L２ 文・表１～５ ようが 洋画 a foreign film
427 L２ 文・表１～５ えんがん 沿岸 (along)the coast
428 L２ 文・表１～５ とっとり 鳥取 固
429 L２ 文・表１～５ さきゅう 砂丘 a sandhill, a dune
430 L２ 文・表１～５ ウイルス a virus
431 L２ 文・表１～５ がっかい 学会 a learned(academic)society
432 L２ 文・表１～５ さいてん 祭典 a festival
433 L２ 文・表１～５ まくをとじる 幕を閉じる 慣 to come to an end
434 L２ 文・表１～５ こうしょう（する） 交渉（する） negotiation / to negotiate
435 L２ 文・表１～５ （いち）い （一）位 rank
436 L２ 文・表１～５ とりくむ 取り組む to cope with(a problem),to tackle(a task)
437 L２ 文・表１～５ しゅうしゅう（する） 収集（する） collection / to collect 
438 L２ 文・表１～５ ゆうりょう 有料 pay(phone etc.), not free
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
439 L２ 文・表１～５ しんごうまち 信号・待ち waiting for the traffic lights
440 L２ 文・表１～５ きり 霧 fog
441 L２ 文・表１～５ おおう 覆う to cover～with～
442 L２ 文・表１～５ ましゅうこ 摩周・湖 固 (name of a lake)
443 L２ 文・表１～５ やじま 矢島 固
444 L２ 文・表１～５ とおりかかる 通りかかる to come along. to happen to pass
445 L２ 文・表１～５ とざんしゃ 登山・者 a mountain climber
446 L２ 文・表１～５ ぶじ（な） 無事（な） safe
447 L２ 文・表１～５ ひさしぶり（な/の） 久しぶり（な/の） after a long time 
448 L２ 文・表１～５ あじわう 味わう to taste
449 L２ 文・表１～５ スピーチコンテスト speech contest
450 L２ 文・表１～５ おじょうさん お嬢さん (your / someone's)daughter
451 L２ 文・表１～５ おかげさまで
452 L２ コラム じょすうし 助数詞 counter suffixes
453 L２ コラム かぞえる 数える to count
454 L２ コラム （ひと）ふくろ （一）袋 suffix to count bags etc.
455 L２ コラム （いっ）ちゃく （一）着 suffix to count clothes etc.
456 L２ コラム （いっ）ぴき （一）匹 suffix to count animals(small / medium)
457 L２ コラム （いち）わ （一）羽 suffix to count birds etc.
458 L２ コラム （いっ）そく （一）足 suffix to count footwear etc.
459 L２ コラム （いっ）とう （一）頭 suffix to count animals(big), etc.
460 L２ 本文２ きこう 気候 climate
461 L２ 本文２ しこく 四国 固
462 L２ 本文２ だいしょう 大小 large and small, of all sizes
463 L２ 本文２ なる 成る to consist of～
464 L２ 本文２ しまぐに 島国 an island country
465 L２ 本文２ かこむ 囲む to surround
466 L２ 本文２ おきなわ 沖縄 固
467 L２ 本文２ しんりん 森林 a forest
468 L２ 本文２ こくど 国土 a country, land
469 L２ 本文２ さんち 山地 a mountainous region, a hilly district
470 L２ 本文２ かざん 火山 　 a volcano
471 L２ 本文２ あそさん 阿蘇・山 固 (name of a mountain)
472 L２ 本文２ さくらじま 桜島 固 (name of a mountain)
473 L２ 本文２ かっかざん 活・火山 an active volcano
474 L２ 本文２ ふんえん 噴煙 volcanic fumes
475 L２ 本文２ めんせき 面積 area, square, measure
476 L２ 本文２ ━あたり ━当たり per～
477 L２ 本文２ じんこうみつど 人口・密度 population density
478 L２ 本文２ しゅと 首都 capital
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
479 L２ 本文２ （１）わり （１）割 percentage, rate
480 L２ 本文２ ちゅうしんち 中心・地 the center
481 L２ 本文２ かかえる 抱える to have a problem to solve
482 L２ 本文２ みやこ 都 　 capital
483 L２ 本文２ きんぱく 金箔 　 gold leaf
484 L２ 本文２ きんかくじ 金閣・寺 固
485 L２ 本文２ きょうとごしょ 京都・御所 固
486 L２ 本文２ おもむき 趣 elegance
487 L２ 本文２ ていえん 庭園 a garden
488 L２ 本文２ りょうあんじ 龍安・寺 固
489 L２ 本文２ こけでら 苔・寺 固
490 L２ 本文２ さいほうじ 西芳・寺 固
491 L２ 本文２ ぎおん 祇園 固
492 L２ 本文２ そざい 素材 ingredients
493 L２ 本文２ もちあじ 持ち味 the natural flavor
494 L２ 本文２ きせつかん 季節・感 sense of the seasons
495 L２ 本文２ たんぱく（な） 淡白（な） simple, plain
496 L２ 本文２ こうげい 工芸 handicraft
497 L２ 本文２ にしじんおり 西陣・織 Nishizin brocade
498 L２ 本文２ きょうゆうぜん 京・友禅 the Kyoto Yuzen process (of dyeing)
499 L２ 本文２ てさぎょう 手・作業 making by hand
500 L２ 本文２ こうけいしゃぶそく 後継・者・不足 shortage of apprentices (successors)
501 L２ 本文２ みどころ 見どころ the highlight
502 L２ 本文２ にほんいち 日本・一 the best of Japan
503 L２ 本文２ とうだいじ 東大・寺 固
504 L２ 本文２ さいこ 最古 the oldest
505 L２ 本文２ もくぞうけんちく 木造・建築 a wooden building 
506 L２ 本文２ ほうりゅうじ 法隆・寺 固
507 L２ 本文２ ほうこ 宝庫 store-house
508 L２ 本文２ さこく（する） 鎖国（する） to close the country, national isolation
509 L２ 本文２ ゆいいつ 唯一 the only
510 L２ 本文２ おもかげ 面影 a vestige, traces
511 L２ 本文２ いこくじょうちょ 異国・情緒 an exotic mood
512 L２ 本文２ ふうけい 風景 landscape
513 L２ 本文２ げんばく 原爆 an atom(ic) bomb
514 L２ 本文２ あと 跡 trace, sign
515 L２ 本文２ なまなましい 生々しい vivid
516 L２ 本文２ うらかみてんしゅどう 浦上・天主堂 固
517 L２ 本文２ へいわこうえん 平和・公園 固
518 L２ 本文２ ゆかり connection
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
519 L２ 本文２ オランダ 固 Holland
520 L２ 本文２ さいげん（する） 再現（する） 　 reproduce / reproduction
521 L２ 本文２ ハウステンボス 固
522 L２ 本文２ せいなん 西南 southwest
523 L２ 本文２ あねったい 亜熱帯 the subtropical zones
524 L２ 本文２ ぞくする 属する to belong
525 L２ 本文２ おんだん（な） 温暖（な） mild, warm
526 L２ 本文２ サトウキビ 　 sugar cane
527 L２ 本文２ さいばい（する） 栽培（する） to grow, to cultivate / cultivation
528 L２ 本文２ すなはま 砂浜 a sandy beach
529 L２ 本文２ ゆうすう（な/の) 有数（な/の） prominent
530 L２ 本文２ さんごしょう 珊瑚礁 a coral reef
531 L２ 本文２ てつかず 手つかず 慣 untouched
532 L２ 本文２ マリンスポーツ water sports
533 L２ 本文２ リゾートきぶん リゾート・気分 resort mood
534 L２ 本文２ （ひと）つぶ （一）粒 a grain(of sand)
535 L２ 本文２ すな 砂 sand
536 L２ 本文２ かいがん 海岸 the seashore
537 L２ 本文２ りゅうきゅうおうちょう 琉球・王朝 固 Ryukyu dynasty
538 L２ 本文２ しろ 城 castle
539 L２ 本文２ しゅりじょう 首里・城 固 Shuri castle
540 L２ 本文２ みのがす 見逃す to miss
541 L２ 本文２ とざす 閉ざす to be cut off (by snow)
542 L２ 本文２ ゆうだい（な） 雄大（な） magnificent, grand
543 L２ 本文２ ひかれる to be charmed
544 L２ 本文２ りょう 涼 the cool air
545 L２ 本文２ あかんこ 阿寒・湖 固 Akanko (lake)
546 L２ 本文２ ラベンダーばたけ ラベンダー・畑 lavender field
547 L２ 本文２ ぼくじょう 牧場 a stock farm
548 L２ 本文２ やすらぎ 安らぎ peace of mind 
549 L２ 本文２ ちょうこく 彫刻 sculpture, engraving
550 L２ 本文２ さっぽろ 札幌 固
551 L２ 本文２ ゆきまつり 雪・祭り snow festival
552 L２ 本文２ いこう 以降 after～
553 L２ 本文２ かいたく（する） 開拓（する） to open up, to proclaim, cultivation
554 L２ 本文２ ようふう 洋風 Western
555 L２ 本文２ いじゅう（する） 移住（する） to migrate, immigration, emigration
556 L２ 本文２ たたかう 闘う to fight
557 L２ 本文２ はたけ 畑 field
558 L２ 本文２ きりひらく 切り開く to clear
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
559 L２ 本文２ ぼくちく 牧畜 stock raising, cattle breeding
560 L２ 本文２ だいきぼのうぎょう 大・規模・農業 large scale farming
561 L２ 本文２ ちめい 地名 　 the name of a place
562 L２ 本文２ おしゃまんべ 長万部 固
563 L２ 本文２ アイヌ 　 Ainu
564 L２ 本文２ あてはめる 当てはめる to apply, to adapt
565 L２ 本文２ とくさんぶつ 特産物 a special product
566 L２ 本文２ なし 梨 pear
567 L２ 本文２ えひめ 愛媛 固
568 L２ 本文２ しずおか 静岡 固
569 L２ 本文２ やまなし 山梨 固
570 L２ 本文２ ぶどう grapes
571 L２ 本文２ ゆうばりメロン 夕張・メロン Yubari melon
572 L２ 本文２ とうもろこし 　 corn
573 L２ 本文２ のうさくぶつ 農作物 farm products
574 L２ 本文２ びじゅつ 美術 art
575 L２ 本文２ いしかわけん 石川・県 固
576 L２ 本文２ ゆうぜんぞめ 友禅・染 the Yuzen process (of dyeing)
577 L２ 本文２ とうじき 陶磁器 china and porcelain
578 L２ 本文２ さが 佐賀 固
579 L２ 本文２ ありたやき 有田・焼 Arita ware, porcelain
580 L２ 本文２ あいち 愛知 固
581 L２ 本文２ せとやき 瀬戸・焼 Seto ware, porcelain
582 L２ 本文２ しっき 漆器 lacquer ware
583 L２ 本文２ わじまぬり 輪島・塗 Wajima lacquering
584 L２ 本文２ めいしょ 名所 a famous place
585 L２ 本文２ みりょく 魅力 attraction
586 L２ 文・表６～８ あやまち 過ち a fault 
587 L２ 文・表６～８ ダム a dam
588 L２ 文・表６～８ すいがい 水害 flood damage
589 L２ 文・表６～８ わいろ 賄賂 a bribe
590 L２ 文・表６～８ せいじせつめい 政治・生命 political life (career)
591 L２ 文・表６～８ たつ 断つ to end, to finish
592 L２ 文・表６～８ ふしまつ 不始末 not taking enough care in～
593 L２ 文・表６～８ しぼうしゃ 死亡・者 the deceased
594 L２ 文・表６～８ コアラ a koala
595 L２ 文・表６～８ カンガルー a kangaroo
596 L２ 文・表６～８ ワラビー a wallaby
597 L２ 文・表６～８ せいそく（する） 生息（する） to inhabit
598 L２ 文・表６～８ てつどう 鉄道 a railway
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
599 L２ 文・表６～８ じぎょう 事業 business, an enterprise
600 L２ 文・表６～８ てがける 手がける to deal with, to undertake
601 L２ 文・表６～８ コンビニエンスストア a convenience store
602 L２ 文・表６～８ はんばい（する） 販売（する） to sell / sale
603 L２ 文・表６～８ せきゆ 石油 petroleum, coal oil
604 L２ 文・表６～８ てっこうせき 鉄鉱石 iron ore
605 L２ 文・表６～８ もくざい 木材 timber
606 L２ 文・表６～８ すいじょうスキー 水上・スキー water-skiing
607 L２ 文・表６～８ こころゆくまで 心ゆくまで to one's heart's content
608 L２ 文・表６～８ もみじ 紅葉 scarlet maple leaves
609 L２ 文・表６～８ わがし 和・菓子 Japanese cake
610 L２ 文・表６～８ しきおりおり（に） 四季・折々（に） 名/副 from season to season 
611 L２ 文・表６～８ じゅく 塾 a cram school
612 L２ 文・表６～８ スイミングスクール スイミング・スクール swimming school
613 L２ 文・表６～８ もうしわけない 申し訳ない 慣 to say sorry, to apologize
614 L２ 文・表６～８ あたまをさげる 頭を下げる to bow
615 L２ 文・表６～８ アシスタント assistant
616 L２ 文・表６～８ いか a squid
617 L２ 文・表６～８ むく to skin
618 L２ 文・表６～８ つるつる 擬 slippery, slick
619 L２ 文・表６～８ ふきん a dish towel
620 L２ 文・表６～８ ひっぱる 引っ張る to pull
621 L２ コラム けいさんしき 計算・式 calculation formula
622 L２ コラム たす to add
623 L２ コラム ひく to subtract
624 L２ コラム かける to multiply
625 L２ コラム わる to divide
626 L２ コラム ミリメートル millimeter
627 L２ コラム グラム gram
628 L２ コラム トン ton
629 L２ コラム キログラム kilogram
630 L２ コラム ミリリットル milliliter
631 L２ コラム メートル meter
632 L２ コラム シーシー cc
633 L２ コラム センチメートル centimeter
634 L２ コラム センチ centimeter
635 L２ コラム リットル liter
636 L２ コラム はいきりょう 排気・量 engine size
637 L２ コラム まえがみ 前髪 fringe (front part of a hair style)
638 L２ コラム ひろさ 広さ area
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
639 L２ コラム ハム ham
640 L２ コラム ガソリン gasoline
641 L２ コラム （２）ばい (２）倍 ～times
642 L２ 副詞 キムチ kimchi (Korean pickles)
643 L２ 副詞 はるえ 春江 固
644 L２ 副詞 かずひこ 和彦 固
645 L２ 副詞 きゅうよう 急用 urgent business
646 L２ 副詞 しほうしけん 司法・試験 the National Bar Examination
647 L２ 副詞 あける 明ける to end
648 L２ 副詞 しんこうしゃ 新・校舎 a new school building
649 L２ 作文 とくしょく 特色 a distinctive feature
650 L２ 作文 ほう （三）方　さんぽう direction 
651 L２ 作文 はんとう 半島 a peninsula
652 L２ 作文 ながぐつ 長靴 long boots, Wellingtons
653 L２ 活動 しょたいめん 初対面 to meet for the first time
654 L２ 活動 ブラジル 固 Brazil
655 L２ 活動 サッカー soccer
656 L２ 活動 ジェイリーグ Ｊリーグ 固 J league
657 L２ 活動 ボール ball
658 L２ 活動 パキススタン 固 Pakistan
659 L２ 活動 カラコルム 固
660 L２ 活動 きょうぎじょう 競技場 stadium, sports ground
661 L２ 活動 こうふん（する） 興奮（する） to be excited / excitement
662 L２ 活動 あばれる 暴れる to behave violently
663 L２ 活動 ローマ 固 Rome
664 L２ 活動 ベニス 固 Venice
665 L２ 活動 かわせいひん 革･製品 leather products
666 L２ 活動 ふんいき 雰囲気 atmosphere, impression
667 L２ 活動 フィラデルフィア 固 Philadelphia
668 L２ 活動 めいせいだいがく 名成・大学 固
669 L２ 活動 シャファー 固
670 L２ 活動 へいせいじょしだいがく 平成・女子・大学 固
671 L２ 活動 やまぐち 山口 固
672 L２ 活動 コース course
673 L２ 活動 なのりあう 名のり合う to exchange names
674 L２ 活動 しゅっしんち 出身・地 one's hometown
675 L２ 活動 たいざいきかん 滞在・期間 the length of one's stay
676 L２ 活動 すまい 住まい a residence, a house, a home
677 L２ 活動 じたく 自宅 one's own house
678 L２ 活動 せんこう（する） 専攻（する） to major in / major
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
679 L２ 活動 ベルギー 固 Belgium
680 L２ 活動 フィレンツェ 固 Firenze, Florence
681 L２ 活動 ショッピング（する） shopping / to go shopping
682 L２ 活動 みぢか（な） 身近（な） familiar

683 L３ 動機づけ かっこくみん 各・国民 each nation, people
684 L３ 動機づけ てんけいてき（な） 典型・的（な） typical
685 L３ 動機づけ おうとう（する） 応答（する） (to)response
686 L３ 動機づけ びじん 美人 a beautiful woman
687 L３ 動機づけ きになる 気になる 慣 to be on one's mind
688 L３ 動機づけ きだて 気立て nature, temperament, disposition
689 L３ 本文１ ステレオタイプ stereotype
690 L３ 本文１ （１９７０ねん）だい （１９７０年）代 in the (1970's)
691 L３ 本文１ フットボール football
692 L３ 本文１ たまたま 副 by chance
693 L３ 本文１ アメリカンフットボール American football
694 L３ 本文１ めいもんこう 名門・校 a prestige school
695 L３ 本文１ ホームゲーム ホーム・ゲーム a homegame
696 L３ 本文１ こてい（する） 固定（する） preconceived, fixed / to fix
697 L３ 本文１ きづく 気づく to notice
698 L３ 本文１ めだつ 目立つ to stand out, to be conspicuous
699 L３ 本文１ われわれ we
700 L３ 本文１ しらずしらず 知らず知らず 副 without knowing it
701 L３ 本文１ しゅうだん 集団 a group
702 L３ 本文１ じんしゅ 人種 a race, an ethnic group
703 L３ 本文１ つきまとう to hang around
704 L３ 本文１ さす 指す to indicate, to name
705 L３ 本文１ しょくつう 食通 be knowledgeable about food
706 L３ 本文１ びしょくか 美食・家 a gourmet
707 L３ 本文１ きんべん（な） 勤勉（な） hard-working
708 L３ 本文１ そんざい（する） 存在（する） to exist / existence
709 L３ 本文１ こうりょ（する） 考慮（する） to consider / consideration
710 L３ 本文１ りそうてき（な） 理想・的（な） ideal
711 L３ 本文１ げんじつ 現実 reality  現実には in reality
712 L３ 本文１ ステレオタイプか（する） ステレオタイプ・化（する） to become stereotyped 
713 L３ 本文１ ことなる 異なる different 
714 L３ 本文１ はいけい 背景 background
715 L３ 本文１ こうどうバターン 行動・パターン a behavioral pattern
716 L３ 本文１ よそく（する） 予測（する） to predict / prediction
717 L３ 本文１ りてん 利点 a merit, an advantage

Ｌ３
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
718 L３ 本文１ たいしょ（する） 対処（する） to cope with
719 L３ 本文１ ししん 指針 a guide, an indicator
720 L３ 本文１ いきすぎる to go too far
721 L３ 本文１ けってん 欠点 a fault, a weak point, a defect
722 L３ 本文１ こしつ（する） 固執（する） to stick to ～, to persist / persistence
723 L３ 本文１ とくいせい 特異･性 peculiarity
724 L３ 本文１ きけんせい 危険･性 danger
725 L３ 本文１ じぜん 事前 beforehand
726 L３ 本文１ じゅうなん（な） 柔軟（な） flexible
727 L３ 本文１ やりとり（する） やり取り（する） (to) exchange
728 L３ 本文１ そうほう 双方 both sides
729 L３ 本文１ むち（な） 無知（な） 名/な ignorance
730 L３ 本文１ きょくたん（な） 極端（な） 名/な extreme
731 L３ 本文１ たがい（に） 互い（に） 名/副 mutually
732 L３ 本文１ がいねん 概念 a conception
733 L３ 本文１ ながめる 眺める to look at, to watch
734 L３ 本文１ ごかい（する） 誤解（する） misunderstanding / to misunderstand
735 L３ 本文１ ギャップ gap
736 L３ 本文１ しょうじる 生じる to cause, to bring about
737 L３ 本文１ かずおおく 数・多く in large numbers
738 L３ 本文１ ふじやま フジヤマ（富士山） 固 Fujisan
739 L３ 本文１ げいしゃ ゲイシャ（芸者） Geisha
740 L３ 本文１ さくら サクラ（桜） cherry blossoms
741 L３ 本文１ かた 型 a model, a pattern 
742 L３ 本文１ はめる to fit something in    型にはめる　to standardize
743 L３ 本文１ プリズム a prism
744 L３ 本文１ いぜんとして 依然として 副 still, ever now
745 L３ 本文１ いだく 抱く to have, to retain
746 L３ 本文１ はくじん 白人 a white man
747 L３ 本文１ がいじん 外人 foreigner, westerner
748 L３ 本文１ さほど 副 (not) much, (not) so
749 L３ 本文１ みせあう 見せ合う to show～to each other
750 L３ 本文１ きょうつうこう 共通・項 a point in common
751 L３ 本文１ きょうかん（する） 共感（する） to emphathise with
752 L３ 本文１ にんげんてき（な） 人間・的（な） humane
753 L３ 本文１ うちたてる 打ち立てる to establish
754 L３ 本文１ おちいる 陥る to fall into
755 L３ 本文１ ほうさく 方策 a means, method
756 L３ 本文１ ユニークさ uniqueness
757 L３ 本文１ いちこじん 一・個人 an individual, each individual
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758 L３ 本文１ ていぎ（する） 定義（する） definition / to define
759 L３ 本文１ ぐたいれい 具体・例 an actual example
760 L３ 本文１ ていあん（する） 提案（する） a suggestion / to suggest
761 L３ 文・表１～６ さゆう 左右 right and left
762 L３ 文・表１～６ へん 偏 the left-hand side (of Kanji)
763 L３ 文・表１～６ つくり the right-hand side (of Kanji)
764 L３ 文・表１～６ ハイテクノロジー ハイ・テクノロジー high technology
765 L３ 文・表１～６ りゃくす 略す to abbreviate, 略して for short
766 L３ 文・表１～６ ハイテク high technology
767 L３ 文・表１～６ ねがいごと 願い・事 a wish
768 L３ 文・表１～６ かなう to be fulfilled
769 L３ 文・表１～６ もくげきしゃ 目撃・者 an eyewitness
770 L３ 文・表１～６ あらわれる 現れる to appear
771 L３ 文・表１～６ おもいきる 思い切る to decide、思い切って～（する） to take the plunge and do
772 L３ 文・表１～６ こくはく（する） 告白（する） to confess / confession
773 L３ 文・表１～６ かわかみ 川上 固
774 L３ 文・表１～６ ちょうへん 長編 a long story
775 L３ 文・表１～６ （ひと）ばん (一）晩 a night, one evening, 一晩で　in a night
776 L３ 文・表１～６ のり 糊 paste, glue
777 L３ 文・表１～６ いなか 田舎 the countryside
778 L３ 文・表１～６ うらぎる 裏切る to betray, to let ～down
779 L３ 文・表１～６ ショック shock
780 L３ 文・表１～６ ハード（な） hard, tight
781 L３ 文・表１～６ たくや 拓也 固
782 L３ 文・表１～６ こうそく 校則 school regulations
783 L３ 文・表１～６ みさき 美咲 固
784 L３ 文・表１～６ きゅうこう 急行 express train(s)
785 L３ 文・表１～６ へんぼう（する） 変貌（する） to look different, transfiguration
786 L３ 文・表１～６ おしとおす 押し通す to persist in ～
787 L３ 文・表１～６ しゅうい 周囲 those around, close to one
788 L３ 文・表１～６ うしなう 失う to lose (one's credibility)
789 L３ 文・表１～６ ちゅうじゅん 中旬 the middle ten days (of a month)
790 L３ 文・表１～６ ひでりつづき 日照り・続き a spell of dry weather, a long drought
791 L３ 文・表１～６ みずぶそく 水･不足 water shortage
792 L３ 文・表１～６ はやせ 早瀬 固
793 L３ 文・表１～６ すてき（な） ステキ（な） nice
794 L３ 文・表１～６ たつ 経つ to pass, to spend
795 L３ 文・表１～６ いっこだて 一戸・建て a detached house
796 L３ 文・表１～６ ひろみ 広美 固
797 L３ 文・表１～６ としあき 俊明 固
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798 L３ 文・表１～６ たんしんふにん（する） 単身・赴任（する） to take up a post without one's family
799 L３ 文・表１～６ ふくおか 福岡 固
800 L３ 文・表１～６ えいぶんか 英文・科 the Department of English Language  and Literature
801 L３ 文・表１～６ しつぎょうりつ 失業・率 the unemployment rate
802 L３ 文・表１～６ ぬける 抜ける to get rid of, to grow out of～
803 L３ 文・表１～６ こうてき（な） 公的（な） official
804 L３ 文・表１～６ きょうむか 教務・課 the Educational Affairs Section
805 L３ 文・表１～６ はずかしい 恥ずかしい shameful, embarrassing
806 L３ 文・表１～６ いきいき 生き生き 副 full of life
807 L３ 文・表１～６ うつしだす 映し出す to show, project
808 L３ 文・表１～６ しょくいん 職員 the staff 職員会議 staff meeting
809 L３ 文・表１～６ クリーンキャンペーン a clean-up campaign
810 L３ 文・表１～６ クラスいいん クラス・委員 member of a class committee
811 L３ 文・表１～６ びか（する） 美化（する） beautification, to beatify
812 L３ 文・表１～６ つとめる 努める to make efforts
813 L３ 文・表１～６ よびかける 呼びかける to appeal, to call attention
814 L３ コラム がいらいご 外来語 a loan word
815 L３ コラム かきあらわす 書き表す to describe
816 L３ コラム フィルム film
817 L３ コラム にほんせい 日本・製 made in Japan, Japanese-made
818 L３ コラム わせいえいご 和製・英語 an English word coined in Japanese
819 L３ コラム ガソリンスタンド gas station
820 L３ コラム ぎおんご 擬音語 an example of onomatopoeia
821 L３ コラム ワンルームマンション ワンルーム・マンション one-room apartment
822 L３ コラム ブラインド a window shade
823 L３ コラム チュンチュン 擬 chirp
824 L３ コラム すずめ 雀 a sparrow
825 L３ コラム オペラ opera
826 L３ コラム じゅうこう（な） 重厚（な） profound, imposing
827 L３ コラム ひびき 響き a sound
828 L３ コラム めざめる 目覚める to wake (up)
829 L３ コラム タイマー timer
830 L３ コラム おきにいり お気に入り favorite
831 L３ コラム デミタスカップ デミタス・カップ demitasse cup
832 L３ コラム がめん 画面 the screen, a picture
833 L３ コラム ボーイフレンド boy-friend
834 L３ コラム うつる 映る to appear
835 L３ コラム オートバイ a motorcycle
836 L３ コラム ニューモデル ニュー・モデル new model
837 L３ コラム バイクマニア バイク・マニア motorcycle enthusiast
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838 L３ コラム カシャカシャ 擬 click
839 L３ コラム シャッター shutter
840 L３ コラム チャンネル channel
841 L３ コラム コマーシャル TV commercial
842 L３ コラム アレルギーたいしつ アレルギー・体質 allergy-prone constitution
843 L３ コラム ぴったり ピッタリ 擬 exactly, perfectly
844 L３ コラム ヘルシーしょくひん ヘルシー・食品 healthy food
845 L３ コラム トライ（する） (to)try
846 L３ コラム シンプル（な） simple

847 L３ コラム パンツ trousers

848 L３ コラム たいちょう 体調 one's physical condition
849 L３ コラム ベスト（な） 名/な best
850 L３ コラム みのまわり 身の回り near (you), around (you)
851 L３ 本文２ すききらい 好き嫌い likes and dislikes
852 L３ 本文２ えいよう 栄養 nutrition
853 L３ 本文２ くちにする 口にする 慣 to eat
854 L３ 本文２ おもいこむ 思い込む to be possessed with the idea that～
855 L３ 本文２ くちをつける 口をつける 慣 to taste
856 L３ 本文２ たいてい 副 usually
857 L３ 本文２ くいしんぼう 食いしん坊 a glutton
858 L３ 本文２ いこく 異国 foreign country
859 L３ 本文２ ぜっく（する） 絶句（する） to break off, to be at a loss for words
860 L３ 本文２ うさぎごや うさぎ・小屋 a rabbit hutch
861 L３ 本文２ ふとん 布団 bedding
862 L３ 本文２ あげおろし 上げ下ろし raising and lowering
863 L３ 本文２ めんどうくさい 面倒臭い annoying, troublesome
864 L３ 本文２ きまって 副 always, 決まって～する be in the habit of～
865 L３ 本文２ きみょう（な） 奇妙（な） queer, odd
866 L３ 本文２ きこう 気候 climate
867 L３ 本文２ きょぜつ（する） 拒絶（する） to refuse / refusal
868 L３ 本文２ くわずぎらい 食わず嫌い dislike～without having tried it
869 L３ 本文２ じゅんのう（する） 順応（する） to get acclimatized, to adapt / adoption
870 L３ 本文２ やっと 副 at last
871 L３ 本文２ こころがける 心がける to be bear something in mind
872 L３ 本文２ さきほど 先ほど 名/副 some time ago
873 L３ 本文２ めんどう（な） 面倒（な） trouble, troublesome
874 L３ 本文２ こうりつ 効率 efficiency
875 L３ 本文２ ちえ 知恵 wisdom, sense
876 L３ 本文２ とまどう 戸惑う to be bewildered
877 L３ 本文２ てきおう（する） 適応（する） to adjust / adjustment, to get acclimatized
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878 L３ 本文２ みかけ 見かけ looks, (outward) appearance
879 L３ 本文２ におい 臭い smell
880 L３ 本文２ みいだす 見いだす to discover, to find
881 L３ 本文２ ごうにいればごうにしたがえ 郷に入れば郷に従え 慣 when in Rome, do as the Romans do
882 L３ 本文２ せいちょう（する） 清聴（する） ご清聴ありがとうございました　Thank you for listening
883 L３ 本文２ いみだんらく 意味・段落 section of text unified by meaning  or theme
884 L３ 本文２ ばんごう 番号 a number,  番号をつける　to give a number
885 L３ 本文２ じょろん 序論 introduction
886 L３ 本文２ ほんろん 本論 the main issue
887 L３ 本文２ あたる 当たる to correspond to
888 L３ 本文２ おどろき 驚き a surprise
889 L３ 本文２ テーマ a theme
890 L３ 本文２ ていじ（する） 提示（する） to present, to indicate / indication
891 L３ 本文２ はっけん（する） 発見（する） discovery / to discover
892 L３ 本文２ しゅちょう（する） 主張（する） argument / to argue
893 L３ 本文２ うらづける 裏付ける to support, to give support to
894 L３ 本文２ ひかく（する） 比較（する） comparison / to compare
895 L３ 本文２ たいせつさ 大切さ importance
896 L３ 文・表７～１０ じっかん（する） 実感（する） to learn by experience
897 L３ 文・表７～１０ ほしぞら 星・空 a starlit sky
898 L３ 文・表７～１０ うつくしい 美しい beautiful
899 L３ 文・表７～１０ のぼる 登る to climb (a mountain)
900 L３ 文・表７～１０ じまん（する） 自慢（する） (to)boast 
901 L３ 文・表７～１０ めいじうまれ 明治・生まれ Meiji-born
902 L３ 文・表７～１０ ささえ 支え a support, a prop
903 L３ 文・表７～１０ ばか（な） 名/な foolish, ばかなことをする to do something foolish
904 L３ 文・表７～１０ としより 年寄り old people
905 L３ 文・表７～１０ ちかよる 近寄る to go near 近寄らない to keep away from ～
906 L３ 文・表７～１０ さびしい 寂しい sad
907 L３ 文・表７～１０ いたずら（な）（する） 名/な mischief / to do mischief
908 L３ 文・表７～１０ ゴ 呉 固
909 L３ 文・表７～１０ さえき 佐伯 固
910 L３ 文・表７～１０ おしむ 惜しむ to sacrifice
911 L３ 文・表７～１０ ほとんど 副 almost (all)
912 L３ 文・表７～１０ かたる 語る to talk
913 L３ 文・表７～１０ きらう 嫌う to dislike 嫌われる to be disliked by～
914 L３ 文・表７～１０ てにはいる 手に入る 慣 to come into one's possession
915 L３ 文・表７～１０ かくす 隠す to hide, to cover
916 L３ 文・表７～１０ はいふ（する） 配布（する) to distribute / distribution
917 L３ 文・表７～１０ たんとうしゃ 担当・者 the person in charge
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
918 L３ コラム ぶんみゃく 文脈 a context
919 L３ コラム たか 鷹 a hawk
920 L３ コラム かえる 蛙 a frog
921 L３ コラム うま 馬 a horse
922 L３ コラム はち 蜂 a bee
923 L３ コラム むし 虫 an insect
924 L３ コラム きん 金 gold
925 L３ コラム なきつら 泣き面 a crying face
926 L３ コラム いわのやま 岩の山 固
927 L３ コラム たいした 大した 連体 great
928 L３ コラム おぼれる to be drowned
929 L３ コラム いしづか 石塚 固
930 L３ コラム しんぶんしゃ 新聞・社 newspaper company
931 L３ コラム コンクール a contest
932 L３ コラム しょう 賞 a prize
933 L３ コラム のう 能 ability　能ある鷹は爪を隠す a talented person doesn't need to show off

934 L３ コラム ねんぶつ 念仏 a prayer to Amida Buddha
935 L３ コラム かち 価値 value
936 L３ コラム きちょう（な） 貴重（な） precious, valuable
937 L３ コラム めいじん 名人 an expert, a master
938 L３ コラム ちゅうこく（する） 忠告（する） (to) advise
939 L３ コラム ききめ 効きめ an effect, 効きめがない to do～no good
940 L３ コラム さいのう 才能 a talent, gift
941 L３ コラム へいぼん（な） 平凡（な） 名/な ordinary
942 L３ 副詞 あう 遭う to meet, 事故に遭う　to have an accident
943 L３ 副詞 ひろう（する） 披露（する） an announcement, to announce 結婚披露宴　a wedding reception

944 L３ 副詞 のりすごす 乗り過ごす to ride past one's stop
945 L３ 副詞 みにつく 身につく 慣 to become part of one
946 L３ 副詞 ジャズ jazz
947 L３ 副詞 むちゅう（な） 夢中（な） 名/な 夢中になる to be crazy about～
948 L３ 副詞 ながし 流し (kitchen) sink
949 L３ 副詞 どくりつ（する） 独立（する） to become independent / independence
950 L３ 副詞 べつ（な） 別（な） 名/な different, another, separate
951 L３ 副詞 じっか 実家 one's parent's home
952 L３ 副詞 せいりょく 勢力 power
953 L３ 副詞 ほくほくとう 北北東 north-northeast
954 L３ 副詞 ふはい（する） 腐敗（する） to corrupt / corruption
955 L３ 副詞 じゆうのめがみ 自由の女神 固 the Statue of Liberty
956 L３ 副詞 ぞう 像 statue
957 L３ 副詞 いげん 威厳 dignity
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
958 L３ 副詞 スーパーワン 固
959 L３ 副詞 ピアニスト pianist
960 L３ 副詞 えいぎょうぶ 営業・部 the sales division
961 L３ 副詞 とりひきさき 取り引き・先 a business connection, a client
962 L３ 副詞 にほんごのうりょくしけん 日本語・能力・試験 固 Japanese proficiency test
963 L３ 副詞 （１）きゅう （１）級 (first) grade
964 L３ 副詞 パンダ panda bear
965 L３ 副詞 どうぶつえん 動物・園 zoo
966 L３ 副詞 ともなう 伴う to involve
967 L３ 副詞 バランス balance
968 L３ 副詞 どうそうかい 同窓・会 a class reunion
969 L３ 副詞 かわりめ 変わりめ the turn of～
970 L３ 副詞 くずす 崩す to throw into disorder, 体調を崩す　to become slightly ill
971 L３ 副詞 かいせきりょうり 懐石・料理 classic Japanese cuisine
972 L３ 副詞 ちょうせん（する） 挑戦（する） (to) try
973 L３ 副詞 ひん (一）品　いっぴん one dish
974 L３ 副詞 よびこう 予備・校 a preparatory school
975 L３ 作文 あれこれ 名/副 this and that, assorted
976 L３ 作文 ポイント point
977 L３ 作文 ちょくやく（する） 直訳（する） to translate literally / literal translation
978 L３ 作文 むすび 結び a conclusion, closing remarks
979 L３ 作文 かかわり 関わり relation, relevance
980 L３ 活動 だいざい 題材 a subject, a theme
981 L３ 活動 だいもく 題目 a title
982 L３ 活動 こころがまえ 心がまえ to prepare oneself for ～
983 L３ 活動 しろいめ 白い目 慣 White Eyes, to look disapprovingly
984 L３ 活動 ようぼう（する） 要望（する） (to)hope, aspiration
985 L３ 活動 たいけんだん 体験・談 (one's) experience
986 L３ 活動 ザンビア 固 Zambia
987 L３ 活動 ばんざい（する） 万歳（する） banzai, cheers / to cheer
988 L３ 活動 ぼんさい 凡才 ordinary ability
989 L３ 活動 けんそん（する） 謙遜（する） to be modest/ modesty
990 L３ 活動 はってんとじょうこく 発展・途上・国 developing countries
991 L３ 活動 イベント events
992 L３ 活動 あつまり 集まり gathering
993 L３ 活動 エムシーハマー ＭＣハマー 固
994 L３ 活動 フィリピン 固 Philippines
995 L３ 活動 バンブーダンス バンブー・ダンス bamboo dance
996 L３ 活動 せいようじん 西洋･人 Westerner
997 L３ 活動 めざす 目指す to aim at
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
998 L３ 活動 おうべい 欧米 固 Europe and America
999 L３ 活動 ふうちょう 風潮 trend
1000 L３ 活動 マスコミ mass communication
1001 L３ 活動 かちかん 価値・観 one's sense of values
1002 L３ 活動 えいきょう（する） 影響（する） influence / to have an influence
1003 L３ 活動 ききん 飢饉 famine
1004 L３ 活動 ヒステリック（な） hysterical
1005 L３ 活動 プレゼンター presenter
1006 L３ 活動 はだか 裸 naked
1007 L３ 活動 やり spear
1008 L３ 活動 かねもうけ 金・もうけ making money
1009 L３ 活動 タイムマシン a time machine
1010 L３ 活動 めし a meal, food
1011 L３ 活動 ていしゅかんぱく 亭主・関白 a domineering husband
1012 L３ 活動 くべつ（する） 区別（する） distinguishing, to distinguish / making a difference
1013 L３ 活動 あらためる 改める to change, innovate
1014 L３ 活動 キャンベラ 固 Canberra
1015 L３ 活動 あっというま 慣 in no time, in the twinkling of an eye
1016 L３ 活動 からだつき 体つき one's build (figure)
1017 L３ 活動 だい 題 title(of a speech)
1018 L３ 活動 だいこうぶつ 大･好物 one's favorite dish / food
1019 L３ 活動 もり
1020 L３ 活動 かけ
1021 L３ 活動 もりそば cold buckwheat noodles with soy-based sauce
1022 L３ 活動 かけそば buckwheat noodles in soup
1023 L３ 活動 しる 汁 soup
1024 L３ 活動 つける to dip
1025 L３ 活動 どんぶり a china bowl
1026 L３ 活動 サンプル a sample
1027 L３ 活動 てんぷらそば 天ぷら・そば buckwheat noodles with tempura
1028 L３ 活動 ちらちら チラチラ 擬 (to look) from time to time
1029 L３ 活動 とうがらし 唐辛子 red pepper, chili powder
1030 L３ 活動 こしょう pepper
1031 L３ 活動 こうきしん 好奇・心 curiosity
1032 L３ 活動 いちぶしじゅう 一部始終 all the details
1033 L３ 活動 てにつかない 手につかない 慣 cannot settle into work
1034 L３ 活動 しんり 心理 a state of mind
1035 L３ 活動 みんぞく 民族 an ethnic group
1036 L３ 活動 しらんかお（する） 知らん顔（する） 慣 to take no notice, to look on something with indifference
1037 L３ 活動 ホストファミリー ホスト・ファミリー a host family
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1038 L３ 活動 ぎょうぎ 行儀 manners, behavior
1039 L３ 活動 しつけ upbringing
1040 L３ 活動 げんご 言語 language
1041 L３ 活動 めがね 眼鏡 glasses
1042 L３ 活動 ぼんやり 擬 vaguely
1043 L３ 活動 ききて an audience
1044 L３ 活動 せっする 接する to come in contact with
1045 L３ 活動 むずかしめ 難しめ on the difficult side
1046 L３ 活動 かんどう（する） 感動（する） to be impressed, impression
1047 L３ 活動 ひきつける 引きつける to attract
1048 L３ 活動 かきだし 書き出し the opening paragraph, sentence, the beginning
1049 L３ 活動 くふう（する） 工夫（する） to think out, a device
1050 L３ 活動 ひゆ 比喩 a metaphor
1051 L３ 活動 ユーモア humor
1052 L３ 活動 エピソード an episode
1053 L３ 活動 げんこう 原稿 a draft
1054 L３ 活動 ひょうかシート 評価・シート assessment sheet
1055 L３ 活動 はやさ 速さ speed 
1056 L３ 活動 ま 間 a pause
1057 L３ 活動 アクセント accent, stress
1058 L３ 活動 ちょうどいい (just) right
1059 L３ 活動 ひょうじょう 表情 facial expression, expressiveness
1060 L３ 活動 ぼうよみ（する） 棒読み（する） to read in a monotone
1061 L３ 活動 なめらかさ smoothness, fluency

1062 L４ 本文１ よ 世 the world 世にも extremely, very
1063 L４ 本文１ おそろしい 恐ろしい terrible, frightening
1064 L４ 本文１ わざ 技 skill
1065 L４ 本文１ みがく 磨く 技を磨く to improve one's skill
1066 L４ 本文１ チャンピオン champion
1067 L４ 本文１ にくたいてき（な） 肉体･的（な） physical
1068 L４ 本文１ せいしんてき（な） 精神･的（な） mental
1069 L４ 本文１ たんれん（する） 鍛錬（する） (to) discipline, training / to train
1070 L４ 本文１ しょうり（する） 勝利（する） (to) win
1071 L４ 本文１ ひらける 開ける to find a way out
1072 L４ 本文１ きょうふしん 恐怖･心 fear, terror
1073 L４ 本文１ うちかつ 打ち勝つ to overcome
1074 L４ 本文１ えいこう 栄光 glory, honor
1075 L４ 本文１ てにする 手にする 慣 to get
1076 L４ 本文１ ボクシング boxing

Ｌ４
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番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
1077 L４ 本文１ エフワンレース Ｆ１・レース F1 race, Formula One
1078 L４ 本文１ とびこみ 飛び込み diving
1079 L４ 本文１ いっぽ 一歩 a single step
1080 L４ 本文１ まちがう 間違う to make a mistake
1081 L４ 本文１ おそろしさ 恐ろしさ fear, terror
1082 L４ 本文１ ジャンプきょうぎ ジャンプ･競技 (a ski) jumping contest
1083 L４ 本文１ みぎにでる 右に出る 慣 右に出る者がいない no one surpasses ～
1084 L４ 本文１ ちじょう 地上 on the ground　地上 above the ground
1085 L４ 本文１ きゅうしゃめん 急・斜面 a steep slope
1086 L４ 本文１ すべりおりる 滑り降りる to slip down
1087 L４ 本文１ スピード speed
1088 L４ 本文１ くうちゅう 空中 the air 空中に in the air
1089 L４ 本文１ ほくおう 北欧 固 Northern Europe
1090 L４ 本文１ ざいにん 罪人 criminal
1091 L４ 本文１ しょばつ（する） 処罰（する） to punish / punishment
1092 L４ 本文１ とる 採る to adopt (a means)
1093 L４ 本文１ なるほど 副 admittedly
1094 L４ 本文１ うなずく to nod, なるほどとうなずくto give an affirmative nod
1095 L４ 本文１ ジャンプだい ジャンプ・台 jump-off point
1096 L４ 本文１ スタート（する） (to)start
1097 L４ 本文１ ちてん 地点 (starting) point
1098 L４ 本文１ きりたつ 切り立つ sheer, perpendicular
1099 L４ 本文１ がけ 崖 cliff
1100 L４ 本文１ ふるえる 震える tremble
1101 L４ 本文１ てんごく 天国 Heaven
1102 L４ 本文１ じごく 地獄 hell
1103 L４ 本文１ けいけん（する） 経験（する） (to)experience, to go through
1104 L４ 本文１ あきもと　まさひろ 秋元　正博 固
1105 L４ 本文１ じょそう（する） 助走（する） an approach run
1106 L４ 本文１ ラージヒル large hill
1107 L４ 本文１ かすみがせきビル 霞ヶ関・ビル 固 Kasumigaseki Building
1108 L４ 本文１ さいじょうかい 最上・階 the highest floor
1109 L４ 本文１ あたり 　 around, vicinity
1110 L４ 本文１ じそく 時速 (km) an/per hour
1111 L４ 本文１ しゅうちゅうりょく 集中・力 powers of concentration
1112 L４ 本文１ げんえき 現役 on the active list
1113 L４ 本文１ じんしんじこ 人身・事故 an accident resulting in injury or death
1114 L４ 本文１ きんしんしょぶん 謹慎・処分 to be punished
1115 L４ 本文１ ぜんでら 禅・寺 a Zen temple
1116 L４ 本文１ ふっき（する） 復帰（する） (to) come back, to make one's comeback
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1117 L４ 本文１ とりはからう to arrange, to settle
1118 L４ 本文１ なくなる 亡くなる to die
1119 L４ 本文１ いぞく 遺族 a bereaved family
1120 L４ 本文１ たんがんしょ 嘆願・書 a (written) petition
1121 L４ 本文１ あきらめかける to be on the point of giving up
1122 L４ 本文１ つらい 辛い bitter, hardship
1123 L４ 本文１ オーストリア 固 Austria
1124 L４ 本文１ フライングたいかい フライング・大会 long jump contest
1125 L４ 本文１ きょうせい（する） 強制（する） to compel 強制されて under compulsion
1126 L４ 本文１ いったい 一体 副 (how) on earth
1127 L４ 本文１ もうれつ（な） 猛烈（な） terrific
1128 L４ 本文１ きりゅう 気流 an air current
1129 L４ 本文１ ぶつかる to hit, to strike
1130 L４ 本文１ たいせい 体勢 one's balance
1131 L４ 本文１ たてなおす 立て直す to recover
1132 L４ 本文１ すでに 副 already
1133 L４ 本文１ せつめん 雪面 snow surface
1134 L４ 本文１ たたきつける to knock down
1135 L４ 本文１ しゅんかん 瞬間 moment
1136 L４ 本文１ めざす 目指す to aim (of becoming～）
1137 L４ 本文１ さいき（する） 再起（する） (to) come back
1138 L４ 本文１ ちかう 誓う to swear, to promise
1139 L４ 本文１ あしくび 足首 ankle
1140 L４ 本文１ いちおう 一応 副 though not quite satisfactory
1141 L４ 本文１ きく 利く to work well (parts of the body)
1142 L４ 本文１ だます to cheat, to trick ～into doing
1143 L４ 本文１ いんたい（する） 引退（する） to retire
1144 L４ 本文１ チャレンジせいしん チャレンジ・精神 determination, initiative
1145 L４ 本文１ かわいそう（な） pitiable
1146 L４ 本文１ くなん 苦難 hardship
1147 L４ 本文１ のりこえる 乗り越える to overcome
1148 L４ 文・表１～６ すずき 鈴木 固
1149 L４ 文・表１～６ こばやし 小林 固
1150 L４ 文・表１～６ さっきょく（する） 作曲（する） to compose
1151 L４ 文・表１～６ たさい（な） 多才（な） 名/な versatile
1152 L４ 文・表１～６ ふるさと 　 one's hometown, birthplace
1153 L４ 文・表１～６ きそてきな 基礎・的（な） fundamental, basic
1154 L４ 文・表１～６ おえる 終える to finish
1155 L４ 文・表１～６ せんもんてき（な） 専門・的（な） specialized, technical
1156 L４ 文・表１～６ ふじゅうぶん（な） 不十分（な） 名/な insufficient
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1157 L４ 文・表１～６ ありがたさ appreciation
1158 L４ 文・表１～６ チャン 固
1159 L４ 文・表１～６ かんげき（する） 感激（する） to be deeply moved, to be very impressed
1160 L４ 文・表１～６ めいわく（な）（する） 迷惑（な）（する） 名/な annoyance,  迷惑をかける to give somebody trouble
1161 L４ 文・表１～６ おいだす 追い出す to eject from (the house)
1162 L４ 文・表１～６ はかい（する） 破壊（する） destruction / to destroy
1163 L４ 文・表１～６ やせいせいぶつ 野生・生物 wild animal(s), untamed nature
1164 L４ 文・表１～６ ぜつめつ（する） 絶滅(する） to go out of existence, die out, extinction
1165 L４ 文・表１～６ ふけいき（な） 不景気（な） 名/な economic depression
1166 L４ 文・表１～６ とうさん（する） 倒産（する） (to go)bankrupt
1167 L４ 文・表１～６ さっきゅう（な） 早急（な） 名/な straightaway, at once
1168 L４ 文・表１～６ せまる 迫る to press, urge, ～を迫られる　be pressed to ～
1169 L４ 文・表１～６ ホームルーム ホーム・ルーム home room
1170 L４ 文・表１～６ カンニング（する） cheating (in examination) / to cheat
1171 L４ 文・表１～６ ポーランド 固 Poland
1172 L４ 文・表１～６ じさ 時差 a time difference
1173 L４ 文・表１～６ みっしゅう（する） 密集（する） to get crowded
1174 L４ 文・表１～６ おろそか（な） to neglect
1175 L４ 文・表１～６ こうかい（する） 後悔（する） (to) regret
1176 L４ 文・表１～６ せかいはくらんかい 世界・博覧・会 world exhibition
1177 L４ 文・表１～６ さんぴりょうろん 賛否・両論 the pros and cons
1178 L４ 文・表１～６ けっきょく 結局 名/副 after all
1179 L４ 文・表１～６ さんせいは 賛成・派 supporters, those in favor
1180 L４ 文・表１～６ きゅうえん（する） 救援（する） relief / to relive 救援物資 relief supplies
1181 L４ 文・表１～６ ぶっし 物資 goods
1182 L４ 文・表１～６ おかしい funny, strange
1183 L４ 文・表１～６ がくせいりょう 学生・寮 dormitory
1184 L４ 文・表１～６ ふたりべや 二人・部屋 shared room, a double room
1185 L４ 文・表１～６ きにいる 気に入る 慣 to be pleased with ～
1186 L４ 文・表１～６ メール e-mail
1187 L４ 文・表１～６ おおいし 大石 固
1188 L４ 文・表１～６ きょうじゅ 教授 professor
1189 L４ 文・表１～６ きょういくしゃ 教育・者 an educator
1190 L４ 文・表１～６ にゅうしもんだい 入試・問題 entrance examination questions
1191 L４ 文・表１～６ しかいしゃ 司会・者 master of ceremonies, emcee
1192 L４ 文・表１～６ うてん 雨天 rainy weather
1193 L４ 文・表１～６ ごらいじょう ご来場 to attend 
1194 L４ 文・表１～６ ばんしゃく（する） 晩酌（する） to have a drink with one's dinner
1195 L４ 文・表１～６ かかす 欠かす to miss　欠かさない not to miss
1196 L４ 本文２ いしき（する） 意識（する） awareness, consciousness / to be conscious
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1197 L４ 本文２ りょうりつは 両立・派 those valuing both
1198 L４ 本文２ しごとじゅうしは 仕事・重視・派 those valuing work more highly
1199 L４ 本文２ つよまる 強まる to grow strong
1200 L４ 本文２ ほん 本 連体 this～
1201 L４ 本文２ きゅうよう（する） 休養（する） (to)rest
1202 L４ 本文２ ふれあい 触れ合い contact
1203 L４ 本文２ （２２）こうもく (２２)項目 item
1204 L４ 本文２ ちじん 知人 acquaintance
1205 L４ 本文２ ついで 次いで 接 rank next to～, in the second place
1206 L４ 本文２ やすらぎ 安らぎ peace of mind
1207 L４ 本文２ だいひょうてき（な） 代表・的（な） typical, representative
1208 L４ 本文２ からだ 身体 body
1209 L４ 本文２ やすめる 休める to rest (oneself)
1210 L４ 本文２ こうじょう（する） 向上（する） to improve / improvement
1211 L４ 本文２ しんしん 心身 mind and body
1212 L４ 本文２ ねんだいべつ 年代・別 according to age
1213 L４ 本文２ ━とも both～
1214 L４ 本文２ しじ（する） 支持（する） (to)support
1215 L４ 本文２ かいとうりつ 回答・率 reply/answer rate
1216 L４ 本文２ うでまえ 腕前 ability, skill
1217 L４ 本文２ かけ 賭け gambling
1218 L４ 本文２ ぐうぜん（な） 偶然（な） 名/副/な coincidence
1219 L４ 本文２ うでをきそう 腕を競う 慣 to compete
1220 L４ 本文２ スリル thrill
1221 L４ 本文２ よろこび 喜び joy, delight
1222 L４ 本文２ みたす 満たす to satisfy, to fulfill
1223 L４ 本文２ びてき（な） 美的（な） aesthetic
1224 L４ 本文２ しぜんしこう 自然・志向 love of nature
1225 L４ 本文２ ていめい（する） 低迷（する） to hover around
1226 L４ 本文２ ちょうきか（する） 長期・化（する） extending over a long period of time
1227 L４ 本文２ やくだつ 役立つ to be useful
1228 L４ 本文２ じつえき 実益 an actual profit
1229 L４ 本文２ しゅうにゅう 収入 income
1230 L４ 本文２ むすびつく 結びつく to result in
1231 L４ 本文２ じっしつてき（な） 実質・的（な） substantial, essential
1232 L４ 本文２ ぶんかてき（な） 文化・的（な） cultural
1233 L４ 本文２ よっきゅう（する） 欲求（する） desire
1234 L４ 本文２ とうひ（する） 逃避（する） (to)escape
1235 L４ 本文２ せつなてき（な） 刹那・的（な） momentary
1236 L４ 本文２ かいほうかん 解放・感 a sense of freedom
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1237 L４ 本文２ きょうよう 教養 education, culture
1238 L４ 本文２ たかめる 高める to raise, to heighten
1239 L４ 本文２ ひたる to steep oneself in, to lose oneself in～
1240 L４ 本文２ そうぞうりょく 創造・力 creative power, creativity
1241 L４ 本文２ すいり（する） 推理（する） reasoning / to reason, inference
1242 L４ 本文２ だんじょべつ 男女・別 according to gender
1243 L４ 本文２ しるし 印 mark, 印をつける to put a mark
1244 L４ 文・表７～９ だいとし 大・都市 a large city
1245 L４ 文・表７～９ のうそん 農村 an agricultural village
1246 L４ 文・表７～９ かそか（する） 過疎・化（する） to get depopulated
1247 L４ 文・表７～９ こっかい 国会 national assembly
1248 L４ 文・表７～９ しゅうぎいん 衆議院 the House of Representatives
1249 L４ 文・表７～９ さんぎいん 参議院 the House of Councilors
1250 L４ 文・表７～９ にんき 任期 one's term of service
1251 L４ 文・表７～９ かいさん（する） 解散（する） to dissolve / dissolution
1252 L４ 文・表７～９ じゅうらい 従来 former, old, usual
1253 L４ 文・表７～９ ふじもり 藤森 固
1254 L４ 文・表７～９ しきさい 色彩 a color, coloring, tinge
1255 L４ 文・表７～９ やました 山下 固
1256 L４ 文・表７～９ じみ（な） 地味（な） 名/な subdued, sober～
1257 L４ 文・表７～９ さいゆうしゅうしょう 最・優秀・賞 the first prize
1258 L４ 文・表７～９ しんさいん 審査・員 a judge
1259 L４ 文・表７～９ しじは 支持・派 a supporter
1260 L４ 文・表７～９ ざんしん（な） 斬新（な） innovative
1261 L４ 文・表７～９ アイディア idea
1262 L４ 文・表７～９ とりいれる 取り入れる to adopt, to accept
1263 L４ 文・表７～９ たしか（な） 確か（な） 副/な positive, sure, 確かに undoubtedly
1264 L４ 文・表７～９ ごみたいさく ごみ・対策 measures to deal with rubbish, garbage
1265 L４ 文・表７～９ いずもし 出雲・市 固
1266 L４ 文・表７～９ はるか（な） 副/な far,  はるかに by far
1267 L４ 文・表７～９ よわまる 弱まる to grow weak
1268 L４ 文・表７～９ つよめる 強める to grow strong
1269 L４ 文・表７～９ よわめる 弱める to make something weak / less strong
1270 L４ 文・表７～９ しゅうきょう 宗教 religion
1271 L４ 文・表７～９ ひろまる 広まる to spread
1272 L４ 文・表７～９ ひろめる 広める to widen, to broaden
1273 L４ 文・表７～９ あいじょう 愛情 love, affection
1274 L４ 文・表７～９ ふかまる 深まる to become deeper, to deepen
1275 L４ 文・表７～９ ふかめる 深める to deepen
1276 L４ 文・表７～９ とうかいちほう 東海・地方 固
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1277 L４ 文・表７～９ うわさ rumor
1278 L４ 文・表７～９ かわさきし 川崎・市 固
1279 L４ 文・表７～９ しみん 市民 citizen
1280 L４ 文・表７～９ しない 市内 in the city
1281 L４ 文・表７～９ きかく（する） 企画（する） (to)plan
1282 L４ 文・表７～９ エイズウイルス the AIDS virus
1283 L４ 文・表７～９ ていこうりょく 抵抗・力 power of resistance
1284 L４ コラム であるたい である・体 であるstyle
1285 L４ コラム ししゅつ（する） 支出（する） expenses / to extend 
1286 L４ コラム おさえる 抑える to stop
1287 L４ コラム こうきょうき 好況・期 boom times
1288 L４ コラム ひりつ 比率 ratio 
1289 L４ コラム めにつく 目につく 慣 to attract attention, to be conspicuous
1290 L４ コラム ひがえり（する） 日帰り（する） (take)a day trip
1291 L４ コラム こうらく 行楽 an excursion
1292 L４ コラム ぜんしゃ 前者 the former
1293 L４ コラム むじゅん（する） 矛盾（する） contradict, be inconsistent
1294 L４ コラム こんぽんてき（な） 根本・的（な） thorough, radical
1295 L４ コラム かいぜんさく 改善・策 a policy for improvement
1296 L４ 接続詞 せいさん（する） 生産（する） production / to product
1297 L４ 接続詞 あおもりけん 青森・県 固
1298 L４ 接続詞 ながのけん 長野・県 固
1299 L４ 接続詞 そつぎょうしき 卒業・式 graduation ceremony
1300 L４ 接続詞 こうちょう 校長 a principal
1301 L４ 接続詞 らいひん 来賓 guest
1302 L４ 接続詞 しゅくじ 祝辞 congratulatory address
1303 L４ 接続詞 そつぎょうしょうしょ 卒業・証書 graduation certificate
1304 L４ 接続詞 じゅよ（する） 授与（する） to confer / conferment, to give
1305 L４ 接続詞 インド 固 India
1306 L４ 接続詞 フライパン frying pan
1307 L４ 接続詞 わたくしども 私・ども we
1308 L４ 接続詞 アイビーエヌ ＩＢＮ 固
1309 L４ 接続詞 エヌイーディー ＮＥＤ 固
1310 L４ 接続詞 きしゅ 機種 kinds/type (of machine)
1311 L４ 副詞 かしゅ 歌手 singer
1312 L４ 副詞 さかがみ 坂上 固
1313 L４ 副詞 しゅうごう（する） 集合（する） gathering / to gather 集合場所 meeting place
1314 L４ 副詞 ほうどう（する） 報道（する） (to)report
1315 L４ 副詞 しりょう 資料 material, data
1316 L４ 副詞 めをとおす 目を通す 慣 look through
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1317 L４ 副詞 スミス 固
1318 L４ 作文 たいひ（する） 対比（する） (to) contrast, to compare～with～
1319 L４ 作文 ピアス earrings for pierced ears
1320 L４ 作文 かくかぞく 核・家族 nuclear family
1321 L４ 作文 おもしろさ interesting point, fun
1322 L４ 作文 ゆうこう（な） 有効（な）
1323 L４ 作文 そういてん 相違・点 a point of difference
1324 L４ 作文 おしいれ 押入れ Japanese closet
1325 L４ 作文 しまう put away
1326 L４ 作文 スペース space
1327 L４ 作文 しょうスペース 省・スペース space saving
1328 L４ 作文 いどう（する） 移動（する
1329 L４ 活動 ざつだん（する） 雑談（する） (to)chat
1330 L４ 活動 いいあう 言い合う to discuss, (to)exchange opinions
1331 L４ 活動 よかじゅうしは 余暇・重視・派 leisure - oriented group
1332 L４ 活動 はなしだす 話し出す to start to talk
1333 L４ 活動 いがい（な） 意外（な） unexpected
1334 L４ 活動 なんで 副 why
1335 L４ 活動 はたらきざかり 働き盛り the prime of life
1336 L４ 活動 せいしょうねん 青少年 young people
1337 L４ 活動 ロシア 固 Russia
1338 L４ 活動 ディスコ disco
1339 L４ 活動 ぶらぶら 擬 idling away one's time
1340 L４ 活動 えんげい 園芸 gardening, horticulture
1341 L４ 活動 しょうりょこう 小・旅行 a trip
1342 L４ 活動 いっぽうてき（な） 一方・的（な） one-sided
1343 L４ 活動 たとえる たとえていうと figuratively, metaphorically speaking
1344 L４ 活動 たぬき タヌキ raccoon dog
1345 L４ 活動 きつね キツネ fox
1346 L４ 活動 あり アリ ant
1347 L４ 活動 はち ハチ bee
1348 L４ 活動 キャッチボール キャッチ・ボール catch ball
1349 L４ 活動 ボーリング bowling
1350 L４ 活動 つり 釣り fishing
1351 L４ 活動 わすれもの 忘れ物 something forgotten, left behind
1352 L４ 活動 いふく 衣服 clothes
1353 L４ 活動 そうしょくひん 装飾・品 an ornament
1354 L４ 活動 こいびと 恋人 boyfriend/girlfriend
1355 L４ 活動 けっこんあいて 結婚・相手 marriage partner
1356 L４ 活動 ひとがら 人柄 personality
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1357 L４ 活動 フィーリング feeling
1358 L４ 活動 けいざいりょく 経済・力 　 economic power
1359 L４ 活動 こうどうりょく 行動・力 decisive, determined
1360 L４ 活動 ようし 容姿 one's looks
1361 L４ 活動 ほうようりょく 包容・力 broad-mindedness, tolerance
1362 L４ 活動 いっち（する） 一致（する） to coincide / coincidence
1363 L４ 活動 たのしさ 楽しさ enjoyment, happiness, joie de vivre
1364 L４ 活動 すなおさ 素直さ submissiveness
1365 L４ 活動 めいろうさ 明朗さ (a person with) a sunny disposition
1366 L４ 活動 きくばり（する） 気配り（する） consideration / to be considerate
1367 L４ 活動 プロポーション proportion

1368 L５ 動機づけ じょうもんじだい 縄文・時代 the Jomon period
1369 L５ 動機づけ しゅりょう 狩猟 hunting
1370 L５ 動機づけ さいしゅう（する） 採集（する） to collect～ / collection, to gather～
1371 L５ 動機づけ じょうもんしきどき 縄文・式・土器 Jomon pottery / ware
1372 L５ 動機づけ やよいじだい 弥生・時代 固 the Yayoi period
1373 L５ 動機づけ しょうこく 小国 a small country
1374 L５ 動機づけ いなさく 稲作 rice farming, cultivation
1375 L５ 動機づけ やよいしきどき 弥生・式・土器 Yayoi pottery / ware
1376 L５ 動機づけ まつ 末 　 the end of～
1377 L５ 動機づけ こふんじだい 古墳・時代 固
1378 L５ 動機づけ あすかじだい 飛鳥・時代 固
1379 L５ 動機づけ ヤマトせいけん ヤマト政権 固
1380 L５ 動機づけ てんのう 天皇 an emperor
1381 L５ 動機づけ こっか 国家 a nation
1382 L５ 動機づけ ししゃ 使者 a messenger
1383 L５ 動機づけ はけん（する） 派遣（する） (to)dispatch (a representative)
1384 L５ 動機づけ おおく 多く lots of～
1385 L５ 動機づけ こふん 古墳 an ancient tomb
1386 L５ 動機づけ つくる 造る to make, to build
1387 L５ 動機づけ しょうとくたいし 聖徳太子 固 Prince Shotoku
1388 L５ 動機づけ ならじだい 奈良・時代 固 the Nara period
1389 L５ 動機づけ へいじょうきょう 平城・京 固 Heijo Capital
1390 L５ 動機づけ きぞく 貴族 a noble man
1391 L５ 動機づけ とう 唐 固 Tang (in China)
1392 L５ 動機づけ たいりくふう 大陸・風 continental
1393 L５ 動機づけ へいあんじだい 平安・時代 固 the Heian period
1394 L５ 動機づけ へいあんきょう 平安京 固 Heian Capital
1395 L５ 動機づけ こくふうぶんか 国風・文化 固 national culture

Ｌ５

35



番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
1396 L５ 動機づけ かまくらじだい 鎌倉・時代 固 the Kamakura period
1397 L５ 動機づけ ばくふ 幕府 　 the Shogunate
1398 L５ 動機づけ みなもとのよりとも 源　頼朝 固
1399 L５ 動機づけ むろまちじだい 室町・時代 固 the Muromachi period
1400 L５ 動機づけ せんごくじだい 戦国・時代 固 the Age of Civil Wars
1401 L５ 動機づけ キリストきょう キリスト・教 固 Christianity
1402 L５ 動機づけ きんかく 金閣 固 the Golden Palace
1403 L５ 動機づけ ぎんかく 銀閣 固 the Silver Palace
1404 L５ 動機づけ てっぽう 鉄砲 a gun, firearms
1405 L５ 動機づけ あしかが　たかうじ 足利　尊氏 固
1406 L５ 動機づけ かどう 華道 　 the art of flower arrangement
1407 L５ 動機づけ おだ　のぶなが 織田　信長 固
1408 L５ 動機づけ えどじだい 江戸・時代 固 the Edo period
1409 L５ 動機づけ ちょうにんぶんか 町人・文化 (Edo) town culture
1410 L５ 動機づけ さかえる 栄える prosper, flourish
1411 L５ 動機づけ とくがわ　いえやす 徳川　家康 固
1412 L５ 動機づけ めいじじだい 明治・時代 固 the Meiji period
1413 L５ 動機づけ あらためる 改める to change, to renew, to innovate
1414 L５ 動機づけ だいにっぽんていこくけんぽう 大日本帝国・憲法 固 the Imperial Constitution of Japan
1415 L５ 動機づけ ぶんめいかいか 文明開化 固 civilization and enlightenment
1416 L５ 動機づけ おうふうか（する） 欧風・化（する）  to Europeanize / Europeanization
1417 L５ 動機づけ たいしょう 大正 固 the Taisho period
1418 L５ 動機づけ しょうわ 昭和 固
1419 L５ 動機づけ へいせい 平成 固
1420 L５ 動機づけ かんとうだいしんさい 関東・大震災 固 the Great (Kanto) Earthquake of 1923
1421 L５ 動機づけ だいいちじせかいたいせん 第一次・世界・大戦 固 the First World War
1422 L５ 動機づけ ぜんき 前期 the first half (of～）
1423 L５ 動機づけ だいにじせかいたいせん 第二次・世界・大戦 固 the Second World War
1424 L５ 動機づけ たいへいようせんそう 太平洋・戦争 固 the Pacific War
1425 L５ 動機づけ こうき 後期 the latter term
1426 L５ 動機づけ にほんこくけんぽう 日本国・憲法 固 the Constitution of Japan
1427 L５ 動機づけ こうどけいざいせいちょう 高度・経済・成長 high economic growth
1428 L５ 動機づけ しょうひぜい 消費・税 consumption tax
1429 L５ 動機づけ どうにゅう（する） 導入（する） introduce
1430 L５ 動機づけ ちかてつサリンじけん 地下鉄・サリン・事件 固
1431 L５ 動機づけ ながのとうきオリンピック 長野・冬季・オリンピック 固
1432 L５ 動機づけ ひがしにほんだいしんさい 東日本・大震災 固
1433 L５ 本文１ うつす 移す to move, to transfer (to)
1434 L５ 本文１ へいわ（な） 平和（な） 名/な peace
1435 L５ 本文１ ねがう 願う to pray, to hope
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1436 L５ 本文１ なづける 名付ける to name
1437 L５ 本文１ ちょうあん 長安 固 Choan (a city in China)
1438 L５ 本文１ もする 模する to imitate, to copy
1439 L５ 本文１ なんぼく 南北 north and south
1440 L５ 本文１ ちょうほうけい 長方・形 a rectangle
1441 L５ 本文１ ごばん 碁盤 a go board
1442 L５ 本文１ くかく（する） 区画（する） town planning
1443 L５ 本文１ おおどおり 大通り a main street
1444 L５ 本文１ やなぎ 柳 a willow
1445 L５ 本文１ がいろじゅ 街路樹 trees lining a street
1446 L５ 本文１ まちなみ 町並み town atmosphere, appearance
1447 L５ 本文１ ちゅうしんぶ 中心･部 the center
1448 L５ 本文１ しょゆう（する） 所有（する） to possess / possession
1449 L５ 本文１ きばん 基盤 a base
1450 L５ 本文１ ぜいたく（な） 贅沢（な） 名/な luxurious
1451 L５ 本文１ いとなむ 営む 生活を営む　to live
1452 L５ 本文１ かれい（な） 華麗（な） gorgeous, splendid
1453 L５ 本文１ なかば 半ば (in) the middle of ～
1454 L５ 本文１ ぶそう（する） 武装（する） to be armed (group) / armaments
1455 L５ 本文１ かたをならべる 肩を並べる 慣 to equal (somebody in something)
1456 L５ 本文１ せいじてき（な） 政治・的（な） political
1457 L５ 本文１ にぎる 握る to come into power
1458 L５ 本文１ じょじょに 徐々に 副 slowly, gradually
1459 L５ 本文１ こくりょく 国力 national power
1460 L５ 本文１ おとろえはじめる 衰え始める to start to get weak
1461 L５ 本文１ かずかず 数々 a lot of
1462 L５ 本文１ おかす 冒す 危険を冒す　to run a risk
1463 L５ 本文１ ていし（する） 停止（する） (to)stop, to suspend / suspension
1464 L５ 本文１ しょうか（する） 消化（する） to assimilate / assimilation
1465 L５ 本文１ ふうど 風土 cultural climate
1466 L５ 本文１ にほんふう 日本・風 (in) the Japanese fashion
1467 L５ 本文１ こくふうか（する） 国風・化（する） cultural independence
1468 L５ 本文１ かな 仮名 Kana, the Japanese syllabary
1469 L５ 本文１ ひょうき（する） 表記（する） to write, transcribe / transcription
1470 L５ 本文１ ひょうおんもじ 表音・文字 a phonogram
1471 L５ 本文１ かたちづくる 形作る to form, to shape
1472 L５ 本文１ げんけい 原型 the original form
1473 L５ 本文１ たんじょう（する） 誕生（する） creation / to create, birth
1474 L５ 本文１ かんかく 感覚 a sense (of～), a feeling
1475 L５ 本文１ より 副 more, better
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1476 L５ 本文１ にちじょうてき（な） 日常・的（な） daily, usually
1477 L５ 本文１ けんちく（する） 建築（する） architecture, to build
1478 L５ 本文１ ようしき 様式 a style　建築様式 a style of building
1479 L５ 本文１ かいが 絵画 a drawing, a painting
1480 L５ 本文１ くらし 暮らし life, living, lifestyle
1481 L５ 本文１ およぶ 及ぶ to reach, to extend to～
1482 L５ 本文１ やくにん 役人 a government official
1483 L５ 本文１ ねんちゅうぎょうじ 年中・行事 a yearly event
1484 L５ 本文１ ぎしき 儀式 a ceremony 儀式を行う hold a ceremony
1485 L５ 本文１ けいしきてき（な） 形式・的（な） formal, ritualized
1486 L５ 本文１ はなみ 花見 cherry-blossom viewing
1487 L５ 本文１ もみじがり 紅葉・狩り an excursion to view the autumn leaves
1488 L５ 本文１ けいたい 形態 form
1489 L５ 本文１ いっぷたさいせい 一夫多妻・制 polygamy
1490 L５ 本文１ かよいこん 通い・婚 live-out marriage
1491 L５ 本文１ ふね 舟 a boat
1492 L５ 本文１ うかべる 浮かべる to sail～, to float
1493 L５ 本文１ だいていたく 大・邸宅 a mansion
1494 L５ 本文１ ゆうえん 遊宴 a banquet
1495 L５ 本文１ もよおす 催す to hold, to give
1496 L５ 本文１ がっき 楽器 a musical instrument
1497 L５ 本文１ えんそう（する） 演奏（する） a (musical) performance
1498 L５ 本文１ しょみん 庶民 the (common) people
1499 L５ 本文１ かけはなれる かけ離れる to be (widely) different (from)
1500 L５ 本文１ ゆうが（な） 優雅（な） luxury, elegant
1501 L５ 本文１ めいしん 迷信 superstition
1502 L５ 本文１ うらない 占い fortune-telling
1503 L５ 本文１ こよみ 暦 a calendar, an almanac
1504 L５ 本文１ さゆうする 左右する to affect, to control, to influence
1505 L５ 本文１ にちじょう 日常 daily
1506 L５ 本文１ くらす 暮らす to live
1507 L５ 本文１ わざわい 災い misfortune, disaster
1508 L５ 本文１ れい 霊 the spirit
1509 L５ 本文１ じんじゃ 神社 a Shinto shrine
1510 L５ 本文１ じいん 寺院 a (Buddhist) temple
1511 L５ 本文１ たびたび 副 often
1512 L５ 本文１ かみ 神 God
1513 L５ 本文１ ほとけ 仏 Buddha
1514 L５ 本文１ いのる 祈る to pray
1515 L５ 文・表１～３ きゅうびょう 急病 a sudden illness

38



番号課 提出箇所 読み 漢字 品詞 英語訳
1516 L５ 文・表１～３ かちょう 課長 the chief of a section
1517 L５ 文・表１～３ きねん（する） 記念（する） commemoration / to commemorate
1518 L５ 文・表１～３ がいむだいじん 外務･大臣 the Minister for Foreign Affairs
1519 L５ 文・表１～３ えんぜつ（する） 演説（する） (to give) a speech
1520 L５ 文・表１～３ たんとう（する） 担当（する） (to be in) charge (of ～）
1521 L５ 文・表１～３ よしおか 吉岡 固
1522 L５ 文・表１～３ ふざい 不在 absence
1523 L５ 文・表１～３ けんきゅうじょ 研究・所 a (research) laboratory
1524 L５ 文・表１～３ げんしりょく 原子・力 nuclear energy
1525 L５ 文・表１～３ けんきゅう（する） 研究（する） (to)research
1526 L５ 文・表１～３ ためる to save
1527 L５ 文・表１～３ しょく （３）食　さんしょく (three) meals
1528 L５ 文・表１～３ しょくひ 食費 food expenses
1529 L５ 文・表１～３ けずる 削る to reduce, to cut down
1530 L５ 文・表１～３ しおくり（する） 仕送り（する） to send money to (somebody)
1531 L５ 文・表１～３ おやこうこう（な）（する） 親・孝行（な）（する） love for one's parents, filial piety
1532 L５ 文・表１～３ てつや（する） 徹夜（する） to sit up all night
1533 L５ 文・表１～３ つらぬく 貫く to carry through
1534 L５ 文・表１～３ かんきょう 環境 environment
1535 L５ 文・表１～３ ついきゅう（する） 追求（する） to pursue / pursuit
1536 L５ 文・表１～３ じんるい 人類 mankind
1537 L５ 文・表１～３ とうちゃく（する） 到着（する） arrival / to arrive
1538 L５ 文・表１～３ あやまる 謝る to apologize
1539 L５ 文・表１～３ ものわすれ（する） 物忘れ（する） a lapse in memory
1540 L５ 文・表１～３ はんせい（する） 反省（する） to examine one's conscience, self examination, to be sorry
1541 L５ 活動 しつれい（な）（する） 失礼（な）（する） 名/な rudeness, impoliteness
1542 L５ 活動 ほろびる 滅びる to overthrow, to go to ruin 
1543 L５ 活動 けんりょく 権力 power, authority
1544 L５ 活動 さよう（する） 作用（する） (to) effect, action / to act
1545 L５ 活動 にほんま 日本・間 a Japanese-style room
1546 L５ 活動 しょうめん 正面 the front
1547 L５ 活動 たな 棚 a shelf
1548 L５ 活動 でいり（する） 出入り（する） going in and out
1549 L５ 活動 しきる 仕切る to divide, to separate
1550 L５ 活動 しっけ 湿気 damp
1551 L５ 活動 じょうしきてき（な） 常識・的（な） commonsense
1552 L５ 活動 ききもらす 聞きもらす to fail to hear
1553 L５ 活動 ききとる 聞き取る to catch (somebody's words), to follow somebody
1554 L５ 本文２ ほんやく（する） 翻訳（する） to translate / translation
1555 L５ 本文２ フルヘッヘンド
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1556 L５ 本文２ だい （三）代　さんだい the third , (the ～th)
1557 L５ 本文２ しょうぐん 将軍 a shogun
1558 L５ 本文２ とくがわ　いえみつ 徳川　家光 固
1559 L５ 本文２ せっしょく（する） 接触（する） (to)contact
1560 L５ 本文２ ごく 副 very, extremely
1561 L５ 本文２ のぞく 除く to exclude, to except
1562 L５ 本文２ たつ 絶つ to break off
1563 L５ 本文２ じょうせい 情勢 the state of affairs, the situation
1564 L５ 本文２ がくもん 学問 learning, study
1565 L５ 本文２ すぎた　げんぱく 杉田　玄白 固
1566 L５ 本文２ かいぼうしょ 解剖･書 a book of anatomy
1567 L５ 本文２ ターヘルアナトミア 固
1568 L５ 本文２ てにいれる 手に入れる 慣 to get possession of～
1569 L５ 本文２ さっぱり 副 (not) at all
1570 L５ 本文２ おおいに 大いに 副 very much, considerably
1571 L５ 本文２ つうよう（する） 通用（する） (to be) accepted
1572 L５ 本文２ でんらい（する） 伝来（する） (to be) imported, to be handed down
1573 L５ 本文２ いがくしょ 医学・書 medical book
1574 L５ 本文２ あきらか（な） 明らか（な） obvious
1575 L５ 本文２ しけい 死刑 capital punishment
1576 L５ 本文２ ふわけ（する） 腑分け（する） to dissect / dissection (obsolete)
1577 L５ 本文２ かいぼう（する） 解剖（する） to dissect 
1578 L５ 本文２ しらせ 知らせ news
1579 L５ 本文２ しんぎ 真偽 genuineness
1580 L５ 本文２ たしかめる 確かめる to confirm, to see if
1581 L５ 本文２ またとない to have no equal, またとない機会 a good opportunity
1582 L５ 本文２ かおみしり 顔見知り an acquaintance
1583 L５ 本文２ まえの　りょうたく 前野　良沢 固
1584 L５ 本文２ いさむ 勇む to be in high spirits, 勇んで　in (full of)high spirits
1585 L５ 本文２ したい 死体 a dead body
1586 L５ 本文２ みくらべる 見比べる to compare (two things)
1587 L５ 本文２ せいかくさ 正確さ exactness
1588 L５ 本文２ じっしょう（する） 実証（する） to show by means of evidence, to demonstrate / demonstration

1589 L５ 本文２ なさけない 情けない shameful, sad
1590 L５ 本文２ びょうにん 病人 a sick person
1591 L５ 本文２ ないぶ 内部 the internal parts (of the body)
1592 L５ 本文２ まったく 副 truly
1593 L５ 本文２ おろかさ 愚かさ stupid, fool
1594 L５ 本文２ みちしるべ 道しるべ a guide, a manual
1595 L５ 本文２ さっそく 早速 副 at once, immediately
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1596 L５ 本文２ てをつける 手をつける 慣 to set one's hand to ～
1597 L５ 本文２ たやすい easy
1598 L５ 本文２ だいいち 第一 副 firstly, in the first place
1599 L５ 本文２ ━ら ～and others
1600 L５ 本文２ えだ 枝 a branch
1601 L５ 本文２ きりとる 切り取る to cut off
1602 L５ 本文２ にわ 庭 garden
1603 L５ 本文２ きりくち 切り口 a cut end, a section
1604 L５ 本文２ やくぶん 訳文 a translation
1605 L５ 本文２ かいたいしんしょ 解体新書 固
1606 L５ 本文２ くしん（する） 苦心(する） hard work / to work hard
1607 L５ 本文２ けっしょう（する） 結晶（する） (to)fruit (of～）
1608 L５ 本文２ らんがく 蘭学 the study of Dutch or of Western sciences through the medium of the Dutch language

1609 L５ 本文２ しんこう（する） 振興（する） promotion / to promote
1610 L５ 本文２ しゅっぱつてん 出発・点 the starting point, a point of departure
1611 L５ 本文２ かてい 過程 a process
1612 L５ 本文２ なさけなさ 情けなさ shamefulness
1613 L５ 本文２ なしとげる 成し遂げる accomplish, achieve
1614 L５ 文・表４～７ れんぞく（する） 連続（する） a series (of～)
1615 L５ 文・表４～７ ほうか（する） 放火（する） arson, to set fire
1616 L５ 文・表４～７ せんぷうき 扇風機 an electric fan
1617 L５ 文・表４～７ にゅうがくしき 入学・式 an entrance ceremony
1618 L５ 文・表４～７ せんじつ 前日 the day before
1619 L５ 文・表４～７ たいしょう 大賞 a grand prize
1620 L５ 文・表４～７ うれしさ joy, delight
1621 L５ 文・表４～７ さいこん（する） 再婚（する） to remarry / remarriage
1622 L５ 文・表４～７ いいだす 言い出す to start talking
1623 L５ 文・表４～７ こわす 壊す to ruin (one's health)
1624 L５ 文・表４～７ ジャンボ（な） 　 jumbo, big
1625 L５ 文・表４～７ しょうきん 賞金 prize money
1626 L５ 文・表４～７ きんがく 金額 a seem (of money)
1627 L５ 文・表４～７ ぐったり 擬 slumped
1628 L５ 文・表４～７ つうち（する） 通知（する） (to)notice
1629 L５ 文・表４～７ いちじ 一時 名/副 atonement time, once
1630 L５ 文・表４～７ ぎん 銀 silver
1631 L５ 文・表４～７ メダル a medal
1632 L５ 文・表４～７ ひとしお 副 all the more, especially
1633 L５ 文・表４～７ ていど 程度 extent, degree, level
1634 L５ 文・表４～７ ダンス（する） (to)dance
1635 L５ 文・表４～７ あまみや 雨宮 固
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1636 L５ 文・表４～７ さわぐち 沢口 固
1637 L５ 文・表４～７ はら 原 固
1638 L５ 文・表４～７ いまごろ 今頃 (about) this time, now
1639 L５ 文・表４～７ あたりまえ（な/の） 当り前（な/の） (a matter) of course, proper
1640 L５ コラム かんようく 慣用句   an idiom, an idiomatic phrase
1641 L５ コラム ゲームソフト ゲーム・ソフト game software
1642 L５ コラム さかや 酒屋  a sake (liquor) shop
1643 L５ コラム てがたりない 手が足りない 慣 to be shorthanded
1644 L５ コラム てにつかない 手につかない 慣 to be in no mood for (anything)
1645 L５ コラム てをきる 手を切る 慣 to break away from somebody
1646 L５ コラム てをぬく 手を抜く 慣 to work carelessly, irresponsibly
1647 L５ コラム てをつくす 手を尽くす 慣 to try every possible means
1648 L５ コラム ひとで 人手 a worker, a hand
1649 L５ 接続詞 がいこう 外交 diplomacy、外交政策 foreign policy
1650 L５ 接続詞 せいさく 政策 policy
1651 L５ 接続詞 いせき 遺跡 remains, ruins
1652 L５ 接続詞 はっくつ（する） 発掘（する） to excavate / excavation
1653 L５ 接続詞 なぞ 謎 mystery
1654 L５ 接続詞 かいめい（する） 解明（する） to make clear, to solve (a mystery)
1655 L５ 接続詞 てんねん 天然 natural
1656 L５ 接続詞 めぐまれる 恵まれる to be blessed (with)
1657 L５ 接続詞 コンテスト contest
1658 L５ 接続詞 ━ない ━内 within
1659 L５ 接続詞 マリー 固 Mary
1660 L５ 副詞 ほご（する） 保護（する） to preserve / preservation, to conserve / conservation
1661 L５ 副詞 ねんこうじょれつせい 年功・序列・制 the seniority system
1662 L５ 副詞 くずれる 崩れる to give way, to break up
1663 L５ 副詞 こうひんしつ 高・品質 height quality
1664 L５ 副詞 こうえい（な） 光栄（な） 名/な (feel) honored
1665 L５ 副詞 いっそう 一層 副 more 一層努力する make even greater effort
1666 L５ 副詞 ちり 地理 geography
1667 L５ 副詞 てんさい 天才 a genius
1668 L５ 副詞 じんたい 人体 the human body
1669 L５ 副詞 ゆうがい（な） 有害（な） 名/な harmful
1670 L５ 副詞 じゅうぶん（な） 十分（な） 副/な fully, well
1671 L５ 副詞 つれる 釣れる to have a good catch (fishing)
1672 L５ 副詞 さいとう 斎藤 固
1673 L５ 副詞 じこ 自己 one's self
1674 L５ 副詞 こうしん（する） 更新（する） to renew / renewal
1675 L５ 副詞 てぐち 手口 modus operandi
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1676 L５ 副詞 どういつじんぶつ 同一・人物 the same person
1677 L５ 副詞 はんこう 犯行 a crime
1678 L５ 副詞 ひこう 非行 delinquency
1679 L５ 副詞 かてい 家庭 one's family
1680 L５ 副詞 たどりつく たどり着く to find one's way, to reach
1681 L５ 副詞 おば 叔母 aunt
1682 L５ 副詞 まんねんひつ 万年筆 a fountain pen
1683 L５ 副詞 こうか（な） 高価（な） expensive
1684 L５ 副詞 ダブルス doubles
1685 L５ 副詞 ラケット a racket
1686 L５ 副詞 ぼうねんかい 忘年・会 a year end party
1687 L５ 副詞 かとう 加藤 固
1688 L５ 副詞 まね（する） (to)mimic
1689 L５ 副詞 はで（な） 派手（な） 名/な showy
1690 L５ 副詞 しんぞく 親族 relatives
1691 L５ 副詞 まねく 招く to invite
1692 L５ 副詞 ささやか（な） small, modest
1693 L５ 副詞 きまつ 期末 term end
1694 L５ 副詞 ふくし 福祉 welfare
1695 L５ 副詞 けいかく（する） 計画（する） (to)plan
1696 L５ 副詞 ブランド a brand
1697 L５ 副詞 けんさ（する） 検査（する） (to)test, (to)check, to examine / examination
1698 L５ 副詞 かん 缶 a can
1699 L５ 副詞 ちらかす 散らかす to mess up
1700 L５ 副詞 せんしゅけん 選手権 a championship
1701 L５ 作文 ゆうめいじん 有名・人 well-known figure
1702 L５ 作文 れきしじょう 歴史・上 historic
1703 L５ 作文 おおおか　ただすけ 大岡　忠相 固
1704 L５ 作文 まちぶぎょう 町・奉行 a magistrate
1705 L５ 作文 さいばんかん 裁判・官 a judge
1706 L５ 作文 しんり 心理 a state of mind
1707 L５ 作文 せいぎかん 正義・感 a sense of justice
1708 L５ 作文 ゆうのう（な） 有能（な） capable
1709 L５ 作文 めぐる ～over～
1710 L５ 作文 あらそう 争う to be in conflict
1711 L５ 作文 ひっぱりあう 引っ張り合う to pull in opposite directions
1712 L５ 作文 いたがる 痛がる to say it hurts
1713 L５ 作文 はなす 放す to let ～ go
1714 L５ 作文 へいき（な） 平気（な） 名/な coolly. calmly
1715 L５ 作文 ほう 　 side
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1716 L５ 作文 こそ 助 very
1717 L５ 作文 くるしむ 苦しむ to suffer
1718 L５ 作文 めいさいばん 名・裁判 noted trial
1719 L５ 作文 ちちおや 父親 father
1720 L５ 作文 ゆうき 勇気 courage
1721 L５ 作文 ほめる to praise
1722 L５ 作文 こめや 米屋 a rice store
1723 L５ 作文 なかでも 中でも 副 above all
1724 L５ 作文 さんなん 三男 the third born son
1725 L５ 作文 かわいがる 可愛がる to love
1726 L５ 作文 のぞみ 望み to wish
1727 L５ 作文 かなえる to grant (one's request)
1728 L５ 作文 ちょうなん 長男 the eldest son
1729 L５ 作文 じなん 次男 the second born son
1730 L５ 作文 がまん（する） 我慢（する） to be patient / patience, to put up with
1731 L５ 作文 もんく 文句 complaint
1732 L５ 作文 ながつづき（する） 長続き（する） to last a long time
1733 L５ 作文 つぐ 継ぐ to succeed, to inherit
1734 L５ 作文 つぶす to ruin 
1735 L５ 作文 そうしき 葬式 a funeral
1736 L５ 作文 ぼち 墓地 graveyard
1737 L５ 作文 しょうばい 商売（する） (to do)business
1738 L５ 作文 がくしゃ 学者 a scholar
1739 L５ 作文 むすびつき　 結びつき relation

1740 L６ 動機づけ かつお 鰹 bonito
1741 L６ 動機づけ いわし 鰯 sardine
1742 L６ 動機づけ さば 鯖 mackerel
1743 L６ 動機づけ たら 鱈 cod
1744 L６ 動機づけ み 身 fresh
1745 L６ 動機づけ ほす 干す to dry, to air
1746 L６ 動機づけ あじ horse mackerel
1747 L６ 動機づけ たこ octopus
1748 L６ 動機づけ さんま saury
1749 L６ 動機づけ たい sea bream
1750 L６ 動機づけ うに sea urchin
1751 L６ 動機づけ ふぐ globefish
1752 L６ 動機づけ ひらめ flatfish
1753 L６ 動機づけ えび prawn
1754 L６ 動機づけ ほたてがい ほたて貝 scallop

Ｌ６
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1755 L６ 本文１ エスキモー Eskimo
1756 L６ 本文１ いいまわし 言い回し the way one says something
1757 L６ 本文１ こさめ 小雨 drizzle
1758 L６ 本文１ ながあめ 長雨 a long spell of rain
1759 L６ 本文１ しぐれ 時雨 drizzling rain
1760 L６ 本文１ はるさめ 春雨 spring rain (drizzle)
1761 L６ 本文１ さみだれ 五月雨 early summer rain
1762 L６ 本文１ ゆうだち 夕立 a (summer afternoon) shower
1763 L６ 本文１ きつねのよめいり 狐の嫁入り a shower when the sun is shining
1764 L６ 本文１ てんきあめ 天気雨 a shower when the sun is shining
1765 L６ 本文１ しとしと 擬 gently, softly
1766 L６ 本文１ しょぼしょぼ 擬 gently, softly
1767 L６ 本文１ ぽつぽつ 擬 in (small) drops
1768 L６ 本文１ ぱらぱら 擬 in (large) drops
1769 L６ 本文１ びみょう（な） 微妙（な） subtlety, delicacy
1770 L６ 本文１ ふぜい 風情 taste
1771 L６ 本文１ アラビアご アラビア・語 Arabic
1772 L６ 本文１ らくだ ラクダ a camel
1773 L６ 本文１ アラブ 固 the Arab States
1774 L６ 本文１ ざいさん 財産 property, possessions
1775 L６ 本文１ どうよう（な/の） 同様（な/の） the same, like～, 同様に similarly
1776 L６ 本文１ ゆうぼくみん 遊牧・民 nomads
1777 L６ 本文１ モンゴルご モンゴル・語 Mongolian language
1778 L６ 本文１ ごい 語彙 vocabulary
1779 L６ 本文１ ほうふ（な） 豊富（な） rich
1780 L６ 本文１ めす 雌 females
1781 L６ 本文１ おす 雄 males
1782 L６ 本文１ モンゴル 固 Mongolian 
1783 L６ 本文１ たぐい 類 a kind, a type
1784 L６ 本文１ かちく 家畜 a domestic animal
1785 L６ 本文１ こうま 子・馬 pony
1786 L６ 本文１ くべつ（する） 区別（する） to distinguish between A and B / 
1787 L６ 本文１ ひってき（する） 匹敵（する） to be a match for, to be equal to～
1788 L６ 本文１ はまち ハマチ a young yellowtail
1789 L６ 本文１ めじろ メジロ a yellowtail
1790 L６ 本文１ ぶり ブリ a yellowtail
1791 L６ 本文１ な 名 name
1792 L６ 本文１ ふるく 古く old times 古くから from long ago
1793 L６ 本文１ ぎょぎょう 漁業 the fishing industry
1794 L６ 本文１ ━ならでは (nothing) but, except
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1795 L６ 本文１ かんわじてん 漢和・辞典 a dictionary of Kanji explained in Japanese 
1796 L６ 本文１ ぶしゅ 部首 radical (of a kanji character) 
1797 L６ 本文１ さかなへん 魚・偏 with 魚 on the left hand side (of a kanji)
1798 L６ 本文１ つくりだす 作り出す to make, to create
1799 L６ 本文１ こくじ 国字 a ideograph which was created in Japan
1800 L６ 本文１ はっそう（する） 発想（する） (to get)an idea
1801 L６ 本文１ みっせつ（な） 密接（な） 名/な close, (have a close connection)
1802 L６ 本文１ にょじつ（に） 如実（に） 名/副 truly, vividly
1803 L６ 本文１ はんえい（する） 反映（する） to reflect / reflection
1804 L６ 文・表１～５ サウジアラビア 固 (the kingdom of) Saudi Arabia
1805 L６ 文・表１～５ くにぐに 国々 countries
1806 L６ 文・表１～５ とぼしい 乏しい lack, be short of～、scarce
1807 L６ 文・表１～５ ユーフォー ＵＦＯ
1808 L６ 文・表１～５ じつざい（する） 実在（する） to exist / existence, to be in existence
1809 L６ 文・表１～５ シベリアちほう シベリア・地方 固 Siberia
1810 L６ 文・表１～５ かがくしゃ 科学・者 a scientist
1811 L６ 文・表１～５ おおう 覆う to cover, to be covered (with～）
1812 L６ 文・表１～５ むちこく 無・遅刻 never having been late for school
1813 L６ 文・表１～５ むけっせき 無・欠席 perfect attendance
1814 L６ 文・表１～５ しき 四季 the four seasons
1815 L６ 文・表１～５ かぞくあい 家族・愛 family love
1816 L６ 文・表１～５ いくじ 育児 child-rearing
1817 L６ 文・表１～５ きたえる 鍛える to train, to build up～
1818 L６ 文・表１～５ すこしも 少しも 副 (not) in the least, (not) at all
1819 L６ 文・表１～５ あしこし 足腰 one's physique (strength)
1820 L６ 文・表１～５ しょくせいかつ 食・生活 eating habits, diet
1821 L６ 文・表１～５ たいかく 体格 physique, build
1822 L６ 文・表１～５ ふうふげんか（する） 夫婦・げんか（する） (to have)a quarrel between husband and wife
1823 L６ 文・表１～５ やまみち 山・道 a mountain path
1824 L６ 文・表１～５ ゆるやか（な） 緩やか（な） gentle, easy
1825 L６ 文・表１～５ きつい steep
1826 L６ 文・表１～５ ほんかん 本館 the main building
1827 L６ 文・表１～５ オリエンテーション orientation
1828 L６ 文・表１～５ グリムどうわ グリム・童話 固 Grimm stories for children
1829 L６ 文・表１～５ げんごがく 言語・学 linguistics
1830 L６ 文・表１～５ ぎょうせき 業績 (scholarly) achievements
1831 L６ 文・表１～５ げんしじだい 原始・時代 固 prehistoric times
1832 L６ 文・表１～５ のみ 助 no one but～
1833 L６ 文・表１～５ いきのこりる 生き残る to survive
1834 L６ コラム じっと 擬 (to look) fixedly
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1835 L６ コラム げらげら 擬 げらげら笑う to guffaw, to give a horselaugh
1836 L６ コラム しくしく 擬 しくしく泣くto sob, to weep
1837 L６ コラム ふらふら 擬 ぱくぱく食べる to be unsteady (on one's feet)
1838 L６ コラム ぱくぱく 擬 ぺちゃくちゃしゃべる to wolf, to gobble
1839 L６ コラム ビリビリ 擬 to tear～into pieces
1840 L６ コラム ぺちゃくちゃ 擬 to chatter, jabber
1841 L６ コラム ぴかぴか 擬 to shine, brightly
1842 L６ コラム びっしょり 擬 to sweat all over
1843 L６ コラム からから 擬 to be parched, dry
1844 L６ コラム さっぱり 擬 to feel refreshed
1845 L６ コラム ほっと 擬 to feel relieved
1846 L６ コラム しょんぼり 擬 downheartedly, with an unhappy look
1847 L６ コラム めちゃくちゃ 擬 to be smashed into pieces
1848 L６ コラム くたくた 擬 to be worn out, be exhausted
1849 L６ コラム くしゃくしゃ 擬 crumple (up paper), rumble
1850 L６ コラム ぺこぺこ 擬 to be starving, be awfully hungry
1851 L６ コラム ばらばら 擬 disorganized
1852 L６ 作文 しぼる 絞る to narrow～
1853 L６ 作文 れんそう（する） 連想（する） to remind one of～, to associate by (similarity, contrast, contiguity～）

1854 L６ 作文 きりすてる 切り捨てる to cut down, to abandon～
1855 L６ 作文 けんそん（する） 謙遜（する） to be modest / modesty 
1856 L６ 作文 こくみんせい 国民・性 the national character
1857 L６ 聴解 ゆらい（する） 由来（する） to be derived from～, to originate in～ / the origin
1858 L６ 聴解 レベル a level
1859 L６ 聴解 やくしゃ 役者 an actor, a player
1860 L６ 聴解 でまえ（する） 出前（する） to do outside catering, to send out dishes to order, catering  service

1861 L６ 聴解 いしだ 石田 固
1862 L６ 聴解 ━ち 石田さんち　Iashida's house
1863 L６ 聴解 ちゃわん 茶碗 a (rice) bowl
1864 L６ 本文２ だるま a tumbler
1865 L６ 本文２ だるま 達磨 固 Bodhidharma
1866 L６ 本文２ せいぼつねん 生･没・年 the years of one's birth and death
1867 L６ 本文２ ふしょう 不詳 unknown
1868 L６ 本文２ インドめい インド・名 Indian name
1869 L６ 本文２ ボーディダルマ 固 Bodhidharma
1870 L６ 本文２ ぜんしゅう 禅・宗 Zen Buddhism, the Zen sect
1871 L６ 本文２ そうりょ 僧侶 a (Buddhist) priest, monk
1872 L６ 本文２ ぜん 禅 Zen 
1873 L６ 本文２ ごろく 語録 quotations, the saying (of～）
1874 L６ 本文２ ふめい（な） 不明（な） 名/な not clear, unidentified
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1875 L６ 本文２ じつぞう 実像 a real image
1876 L６ 本文２ ばんねん 晩年 one's later years
1877 L６ 本文２ しょうりんじ 少林・寺 固
1878 L６ 本文２ こうさい（する） 交際（する） (to)company(with), friendship
1879 L６ 本文２ ざぜん 座禅 Zen meditation
1880 L６ 本文２ おしえ 教え teachings, a doctrine
1881 L６ 本文２ でし 弟子 a disciple, an apprentice
1882 L６ 本文２ ぜんもんどう 禅・問答 a cryptic dialogue between a Zen priest and his disciple
1883 L６ 本文２ どうか 副 please, by all means
1884 L６ 本文２ きみ 君 you
1885 L６ 本文２ ひとつ 副 just
1886 L６ 本文２ おれ 俺 I
1887 L６ 本文２ もんどう（する） 問答（する） (to have)a dialogue, catechism
1888 L６ 本文２ でんせつ 伝説 a legend, a tradition
1889 L６ 本文２ ざぜんすがた 座禅・姿 form of sitting in Zen meditation
1890 L６ 本文２ えんぎもの 縁起・物 a bringer of good luck
1891 L６ 本文２ おもり 重り a weight
1892 L６ 本文２ おきあがりこぼし 起き上がりこぼし a daruma doll made so as to right itself when knocked over
1893 L６ 本文２ いっしゅ 一種 a kind, a sort
1894 L６ 本文２ がんぐ 玩具 a toy
1895 L６ 本文２ もちいる 用いる to use
1896 L６ 本文２ もっとも 最も 副 most
1897 L６ 本文２ おきあがる 起き上がる to get up, to rise
1898 L６ 本文２ ほうさく 豊作 a good harvest
1899 L６ 本文２ たいりょう 大漁 a large catch
1900 L６ 本文２ はんじょう（する） 繁盛（する） prosperity / to prosper
1901 L６ 本文２ ななころびやおき 七転び八起き 慣 the ups and downs in life
1902 L６ 本文２ ふきゅう（する） 普及（する） to spread, to become widespread
1903 L６ 本文２ さいまつ 歳末 the end of the year
1904 L６ 本文２ だるまいち だるま・市 an event where one can buy daruma dolls
1905 L６ 本文２ かたほう 片方 one side
1906 L６ 本文２ かきいれる かき入れる to write in
1907 L６ 本文２ のこり 残り what is left
1908 L６ 本文２ いわう 祝う to congratulate
1909 L６ 本文２ ふうしゅう 風習 customs
1910 L６ 本文２ こんにち 今日 today
1911 L６ 本文２ とうせん（する） 当選（する） to be elected
1912 L６ 本文２ こうけい 光景 a scene
1913 L６ 本文２ じてん 事典 an encyclopedia
1914 L６ 本文２ かざる 飾る to decorate
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1915 L６ 文・表６～９ きせきてき（な） 奇跡・的（な） a miracle 奇跡的に miraculously
1916 L６ 文・表６～９ かいふく（する） 回復（する） to recover from～, to get well again
1917 L６ 文・表６～９ エジソン 固 Edison
1918 L６ 文・表６～９ ちくおんき 蓄音機 a gramophone
1919 L６ 文・表６～９ はつめいおう 発明・王 King of inventors
1920 L６ 文・表６～９ やつどき 八つ・時 time for a snack (about 3 o'clock nowadays)
1921 L６ 文・表６～９ かんしょく（する） 間食（する） eating between meals, to have a snack
1922 L６ 文・表６～９ おやつ snack(s)
1923 L６ 文・表６～９ まくのうちべんとう 幕の内・弁当 lunch with rice and side dishes packed in a box
1924 L６ 文・表６～９ まく 幕 an act
1925 L６ 文・表６～９ シェフ a chef
1926 L６ 文・表６～９ ばば 馬場 固
1927 L６ 文・表６～９ ものしりはかせ 物知り・博士 a knowledgeable person　　a person who knows something about everything

1928 L６ 文・表６～９ グレープフルーツ a grapefruit
1929 L６ 文・表６～９ グレープ　 grape
1930 L６ 文・表６～９ み 実 fruit
1931 L６ 文・表６～９ なかま 仲間 a company, friends
1932 L６ 文・表６～９ わかれる 別れる to separate
1933 L６ 文・表６～９ さびしさ 寂しさ loneliness
1934 L６ 文・表６～９ げんりょう（する） 減量(する) to reduce the quantity
1935 L６ 文・表６～９ すいしん（する） 推進（する） to promote / promotion
1936 L６ 文・表６～９ じゅみょう 寿命 the span of life
1937 L６ 文・表６～９ のびる 延びる to be extended
1938 L６ 文・表６～９ きんえんせき 禁煙・席 a nonsmoking section
1939 L６ 文・表６～９ きぼう（する） 希望（する） (to)hope, hope for ～
1940 L６ 文・表６～９ もうしでる 申し出る to propose, to notify
1941 L６ 文・表６～９ ひじょう（な） 非常（な） 名/な (an) emergency
1942 L６ 文・表６～９ ハンドル a handle
1943 L６ 文・表６～９ てまえ 手前 toward you　　手前に引く to pull～toward you
1944 L６ 文・表６～９ ブランドひん ブランド・品 big-name brand products
1945 L６ 文・表６～９ しゅっこく（する） 出国（する） to leave a country
1946 L６ 文・表６～９ しんこくしょ 申告・書 a declaration card 
1947 L６ 文・表６～９ きにゅう（する） 記入（する） to fill out ( a form)
1948 L６ 文・表６～９ かぜい（する） 課税（する） to impose a tax (duties)
1949 L６ 文・表６～９ だいきぼ（な） 大規模（な） large scale
1950 L６ 文・表６～９ およぼす 及ぼす to influence, to have an effect on, cause harm to
1951 L６ 接続詞 そそぐ 注ぐ to give one's mind to, pay attention
1952 L６ 接続詞 そだてる 育てる to bring up
1953 L６ 接続詞 しょうたいじょう 招待・状 a letter of invitation
1954 L６ 接続詞 へんしんよう 返信・用 a reply (card)
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1955 L６ 接続詞 にじゅうせん 二重・線 double lines
1956 L６ 接続詞 ごほうめい 御・芳名 name (respectful)
1957 L６ 接続詞 かきかえる 書き換える to rewrite
1958 L６ 接続詞 おうぼしゃ 応募・者 an applicant
1959 L６ 接続詞 きねんひん 記念・品 a memento
1960 L６ 接続詞 さしあげる 差し上げる to give, to present
1961 L６ 接続詞 とくせい 特製 specially made
1962 L６ 接続詞 クッキー cookies
1963 L６ 接続詞 きじ 生地 (cookie) mix
1964 L６ 接続詞 ココア cocoa
1965 L６ 接続詞 まぜる 混ぜる mix
1966 L６ 接続詞 ぬく 抜く to mold, to cut (into shapes)
1967 L６ 接続詞 オーブン oven
1968 L６ 接続詞 できあがり 出来上がり finished, ready (to eat)
1969 L６ 接続詞 アーモンド almonds
1970 L６ 副詞 しょうげん（する） 証言（する） testimony / to testify
1971 L６ 副詞 くいちがう 食い違う to contradict each other
1972 L６ 副詞 ほうせき 宝石 jewelry
1973 L６ 副詞 かくど 角度 an angle
1974 L６ 副詞 ひたい 額 the forehead
1975 L６ 副詞 きざむ 刻む to carve
1976 L６ 副詞 しわ lines, wrinkles
1977 L６ 副詞 ながねん 長年 a long time
1978 L６ 副詞 じゅけんせんそう 受験･戦争 fiercely competitive entrance exam
1979 L６ 副詞 はげしさ 激しさ intensity
1980 L６ 副詞 がくしゅうじゅく 学習・塾 cram school
1981 L６ 活動 ひゃっかじてん 百科・事典 an encyclopedia
1982 L６ 活動 たいしゅうぶんかじてん 大衆文化辞典 固
1983 L６ 活動 ひかえる 控える to wait
1984 L６ 活動 じんだいじ 深大寺 固
1985 L６ 活動 ポスター a poster

1986 L７ 動機づけ トースト toast
1987 L７ 動機づけ ジャム jam
1988 L７ 動機づけ バター butter
1989 L７ 動機づけ チーズ cheese
1990 L７ 動機づけ ━や ━屋 shop
1991 L７ 動機づけ たくはい（する） 宅配（する） home delivery service
1992 L７ 動機づけ ピザ pizza
1993 L７ 動機づけ かいおき（する） 買い置き（する） things bought in for future use

Ｌ７
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1994 L７ 動機づけ にもの 煮物 cooking, stew
1995 L７ 動機づけ インスタントしょくひん インスタント・食品 convenience (precooked) food
1996 L７ 動機づけ レトルトしょくひん レトルト・食品 boil-in-the-bag food
1997 L７ 動機づけ ちゅうか 中華 Chinese (food)
1998 L７ 動機づけ むしもの 蒸し・物 steamed food
1999 L７ 動機づけ あげもの 揚げ・物 deep-fried food
2000 L７ 動機づけ かしパン 菓子・パン a sweetened bun
2001 L７ 動機づけ あじみ（する） 味見（する） (to)taste
2002 L７ 動機づけ ソース sauce
2003 L７ 動機づけ ビタミンざい ビタミン・剤 a vitamin tablet
2004 L７ 動機づけ えいようドリンク 栄養・ドリンク a health drink
2005 L７ 動機づけ りょくおうしょくやさい 緑黄色・野菜 green vegetables
2006 L７ 動機づけ はだ 肌 the skin
2007 L７ 動機づけ おちこむ 落ち込む to get depressed
2008 L７ 動機づけ たちなおる 立ち直る to recover
2009 L７ 動機づけ てつぶんぶそく 鉄分・不足 lack of iron
2010 L７ 動機づけ レバー liver
2011 L７ 動機づけ あかみ 赤身 lean meat
2012 L７ 動機づけ やさいるい 野菜・類 vegetables
2013 L７ 動機づけ ふそくぎみ 不足・気味 tending to lack～
2014 L７ 動機づけ カロテン（カロチン） carotene
2015 L７ 動機づけ しょくもつせんい 食物・繊維 food fiber
2016 L７ 動機づけ とる to take～,　to have～
2017 L７ 動機づけ かいそう 海草 seaweed, marine plants
2018 L７ 動機づけ きのこ mushroom(s)
2019 L７ 動機づけ いも 芋 potato(es)
2020 L７ 動機づけ ごぼう burdock
2021 L７ 動機づけ こんさい 根菜 root vegetables
2022 L７ 動機づけ おおめ 多め a larger portion
2023 L７ 動機づけ カルシウム calcium
2024 L７ 動機づけ ぼうし（する） 防止（する） prevention / to prevent
2025 L７ 動機づけ にゅうせいひん 乳・製品 dairy products
2026 L７ 動機づけ ヘルシー（な） healthy
2027 L７ 動機づけ けんこうてき（な） 健康・的（な） healthy
2028 L７ 動機づけ アルコール alcohol
2029 L７ 動機づけ ひかえめ 控えめ temperate
2030 L７ 動機づけ かじょう（な） 過剰（な） 名/な excess, overabundance
2031 L７ 動機づけ こい 濃い strong (taste) , rich
2032 L７ 動機づけ あぶらっこい 脂っこい oily
2033 L７ 動機づけ はらはちぶんめ 腹八分目 eat in moderation
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2034 L７ 動機づけ ウエイトコントロール（する） weight control / to control weight
2035 L７ 本文１ しょくぶんか 食・文化 food culture
2036 L７ 本文１ うなぎ an eel
2037 L７ 本文１ よわる 弱る to get weak
2038 L７ 本文１ あつさ 暑さ heat
2039 L７ 本文１ なんと 副 why, how
2040 L７ 本文１ えいようか 栄養・価 nutritive value
2041 L７ 本文１ かしゅう 歌集 a collection of tanka (poems)
2042 L７ 本文１ まんようしゅう 万葉・集 固
2043 L７ 本文１ たんか 短歌 tanka, a Japanese poems of thirty-one syllables
2044 L７ 本文１ しゅ 二(首）　にしゅ kind, (two) kinds
2045 L７ 本文１ いわまろ 石麻呂 固
2046 L７ 本文１ なつやせ（する） 夏やせ（する） to lose weight in summer
2047 L７ 本文１ いじわる（な）（する） 意地悪（な）（する） 名/な ill-natured, spiteful
2048 L７ 本文１ さておく setting～aside. apart from ～
2049 L７ 本文１ みとめる 認める to recognize, to approve of ～
2050 L７ 本文１ どよう 土用 the hottest period of summer
2051 L７ 本文１ うし 丑 the Day of the Ox
2052 L７ 本文１ きゅうれき 旧暦 the old (lunar) calendar
2053 L７ 本文１ なつばて（する） 夏ばて（する） to weary / weariness from the heat of summer
2054 L７ 本文１ しぼう 脂肪 fat, grease
2055 L７ 本文１ たんぱくしつ 蛋白質 protein
2056 L７ 本文１ そせん 祖先 ancestor(s)
2057 L７ 本文１ ちょうりほう 調理・法 the art of cooking, cuisine
2058 L７ 本文１ かんとうちほう 関東・地方 固
2059 L７ 本文１ かんさいちほう 関西・地方 固
2060 L７ 本文１ さく 裂く cut up
2061 L７ 本文１ せなか 背中 the back
2062 L７ 本文１ はら 腹 the belly
2063 L７ 本文１ せっぷく（する） 切腹（する） (to commit) hara-kiri
2064 L７ 本文１ えんぎ 縁起 縁起が悪い unlucky, ominous
2065 L７ 本文１ しょうにん 商人 a merchant
2066 L７ 本文１ はらをわる 腹を割る 慣 to have a heart-to-heart
2067 L７ 本文１ せつ 説 a view, a report
2068 L７ 本文１ しょうこ 証拠 evidence, proof
2069 L７ 本文１ さて 接 well, now, and
2070 L７ 本文１ うなぎのぼり 慣 rise rapidly
2071 L７ 本文１ やく 焼く to grill 
2072 L７ 本文１ こうばしい 香ばしい the savory smell of～, a pleasant aroma
2073 L７ 本文１ におい 匂い smell
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2074 L７ 本文１ かんばん 看板 a signboard
2075 L７ 本文１ おもわず 思わず 副 in spite of oneself, involuntarily
2076 L７ 本文１ のれん a shop curtain 
2077 L７ 本文１ くぐる to go under (through)～
2078 L７ 本文１ あつあつ piping hot～
2079 L７ 本文１ まっしろい 真っ白い pure white
2080 L７ 本文１ やきたて 焼きたて hot from the grill 
2081 L７ 本文１ たれ sauce
2082 L７ 本文１ ほどよい to just the right extent, properly
2083 L７ 本文１ うなどん うな丼 a bowl of eel on rice
2084 L７ 本文１ さんしょう 山椒 Japanese pepper
2085 L７ 本文１ こな 粉 powder
2086 L７ 本文１ さっと 擬 quickly
2087 L７ 本文１ ふりかける to sprinkle～on～
2088 L７ 本文１ （ひと）くち (一）口 a mouthful
2089 L７ 本文１ ━め ━目 一口目 the first mouthful
2090 L７ 本文１ つきる 尽きる ～の一言に尽きる ～is the only word to describe
2091 L７ 本文１ さっこん 昨今 recently, these days
2092 L７ 本文１ みかく 味覚 the sense of taste
2093 L７ 文・表１～３ きたざと　しばさぶろう 北里　柴三郎 固
2094 L７ 文・表１～３ びょうげんきん 病原・菌 pathogenic bacteria
2095 L７ 文・表１～３ いのち 命 life
2096 L７ 文・表１～３ すくう 救う to save～from death
2097 L７ 文・表１～３ いがらし 五十嵐 固
2098 L７ 文・表１～３ にちようだいく 日曜・大工 do-it-yourself, home carpentry
2099 L７ 文・表１～３ ピンクパレス 固
2100 L７ 文・表１～３ ないそう 内装 interior decoration
2101 L７ 文・表１～３ びひん 備品 equipment, furniture
2102 L７ 文・表１～３ けんこうだいいち 健康・第一 to put one's health first
2103 L７ 文・表１～３ スローガン a slogan, a motto
2104 L７ 文・表１～３ かかげる 掲げる to hold up
2105 L７ 文・表１～３ ラジオたいそう ラジオ・体操 radio fitness, exercises
2106 L７ 文・表１～３ ほくりく 北陸 固
2107 L７ 文・表１～３ おおあめちゅういほう 大雨・注意報 a heavy rain warning
2108 L７ 文・表１～３ けいばじょう 競馬・場 a race track, a racecourse
2109 L７ 文・表１～３ ホッカイテイオー 固
2110 L７ 文・表１～３ がんばる 頑張る to do one's best
2111 L７ 文・表１～３ ゴール（する） (to reach the) goal
2112 L７ 文・表１～３ よせる 寄せる to pull (one's car) to the side of the road
2113 L７ 文・表１～３ まずい awkward
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2114 L７ 文・表１～３ パトカー a police patrol car
2115 L７ 文・表１～３ きごう 記号 a mark, a symbol
2116 L７ 文・表１～３ おごる to treat somebody to～
2117 L７ 文・表１～３ ドラマ a drama
2118 L７ 文・表１～３ さいしゅうかい 最終・回 the final episode
2119 L７ コラム たわら　まち 俵　万智 固
2120 L７ コラム すだれ a reed screen, a bamboo blind
2121 L７ コラム ぬかたのおおきみ 額田王 固
2122 L７ コラム みかん 蜜柑 mandarin orange(s)
2123 L７ コラム か 香 smell, scent
2124 L７ コラム きのした　りげん 木下　利玄 固
2125 L７ 作文 スタミナ stamina
2126 L７ 活動 ぐ 具 ingredients
2127 L７ 活動 かまぼこ boiled fish paste
2128 L７ 活動 しいたけ mushroom
2129 L７ 活動 ほうれんそう ほうれん草 spinach
2130 L７ 活動 だてまき a fish omelette rolled up and cut into thick slices
2131 L７ 活動 おかめ a kind of noodle dish
2132 L７ 活動 うどん noodles (thick)
2133 L７ 活動 そば noodles (thin)
2134 L７ 活動 つぶす to mash, to crush, to smash
2135 L７ 活動 あじつけ（する） 味付け（する） seasoning, flavoring
2136 L７ 活動 デザート dessert
2137 L７ 活動 じょうひん（な） 上品（な） refined
2138 L７ 活動 あまさ 甘さ sweet taste
2139 L７ 活動 わがし 和・菓子 Japanese sweets (cake)
2140 L７ 活動 みつ 蜜 syrup
2141 L７ 活動 ゼリー jelly
2142 L７ 活動 まめ 豆 beans
2143 L７ 活動 あんこ bean jam
2144 L７ 活動 こむぎこ 小麦・粉 flour
2145 L７ 活動 やきそば 焼きそば chow mein
2146 L７ 活動 かんそう（する） 乾燥（する） dried / to dry
2147 L７ 活動 ぴりっと ピリッと 擬 hot, spicy
2148 L７ 活動 ごはんもの boiled rice dish
2149 L７ 活動 めん 麺 noodles
2150 L７ 活動 さかな 肴 a tidbit (taken with alcoholic drinks)
2151 L７ 活動 つまみ a tidbit
2152 L７ 活動 とうふ 豆腐 tofu. soybean curd
2153 L７ 活動 あえる 和える to dress (vegetables) with (vineger,etc.)
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2154 L７ 活動 むす 蒸す to steam
2155 L７ 活動 からみ 辛み a sharp (hot) taste
2156 L７ 活動 スパイス spice
2157 L７ 活動 さんみ 酸味 acidity, sourness
2158 L７ 活動 ボリューム substantial (meal)
2159 L７ 活動 つつむ 包む to wrap
2160 L７ 活動 はるさめ 春雨 bean-starch vermicelli
2161 L７ 活動 ゆでる to boil
2162 L７ 活動 あまみ 甘み sweetness
2163 L７ 活動 にがみ 苦み bitterness
2164 L７ 活動 うすあじ 薄味 lightly-flavored
2165 L７ 活動 ひやしちゅうか a cold noodle dish
2166 L７ 活動 うすやき 薄焼き 薄焼きたまご　thin slices of fried egg
2167 L７ 活動 ごまだれ 胡麻・だれ a sesame flavored sauce
2168 L７ 本文２ このみ 好み liking, taste
2169 L７ 本文２ ありとあらゆる 連体 every single～
2170 L７ 本文２ とう 問う regardless of ～
2171 L７ 本文２ いちねんじゅう 一年中 all the year round
2172 L７ 本文２ でまわる 出回る to be in season, to appear on the market
2173 L７ 本文２ せんたく（する） 選択（する） choice / to choose
2174 L７ 本文２ せかいかっこく 世界・各国 all over the world
2175 L７ 本文２ まさに 副 surely, no doubt
2176 L７ 本文２ ほうしょく 飽食 abundance, plenty (of food)　　飽食の時代 era of plenty
2177 L７ 本文２ かげ 陰 behind the scenes
2178 L７ 本文２ ささえる 支える to support
2179 L７ 本文２ ひじょう（な） 非常（な） 名/な 非常に extremely, really, very
2180 L７ 本文２ あやうい 危うい dangerous, critical
2181 L７ 本文２ いかにも 副 indeed, certainly, really
2182 L７ 本文２ ひもち（する） 日持ち（する） to keep for a long time
2183 L７ 本文２ むしくい 虫食い worn-eaten
2184 L７ 本文２ ごうせいちゃくしょくりょう 合成・着色・料 synthetic coloring agent
2185 L７ 本文２ ほぞん（する） 保存（する） to preserve / preservation
2186 L７ 本文２ てんかぶつ 添加・物 an additive
2187 L７ 本文２ のうやく 農薬 an agricultural chemical
2188 L７ 本文２ さ 差 difference, gap
2189 L７ 本文２ ひび 日々 every day, daily
2190 L７ 本文２ かがくぶっしつ 化学・物質 chemicals
2191 L７ 本文２ とりこむ 取り込む to take in
2192 L７ 本文２ ぎょかいるい 魚介・類 fish and shellfish, seafood
2193 L７ 本文２ れいがい 例外 an exception
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2194 L７ 本文２ はいりこむ 入り込む to get into
2195 L７ 本文２ はいごうしりょう 配合・飼料 mixed fodder
2196 L７ 本文２ しいく（する） 飼育（する） to raise, to keep, to rear
2197 L７ 本文２ さぐる 探る to explore, to probe
2198 L７ 本文２ しなんのわざ 至難の業 慣 a virtually impossible task
2199 L７ 本文２ はつがんせい 発・ガン・性 carcinogenic, cancer-causing
2200 L７ 本文２ すなわち 接 that is
2201 L７ 本文２ いでんし 遺伝子 a genetic factor
2202 L７ 本文２ しょくひんえいせいほう 食品衛生・法 固 the Food Hygiene Act
2203 L７ 本文２ せいてい（する） 制定（する） to enact / enactment, to establish / establishment
2204 L７ 本文２ いご 以後 after this
2205 L７ 本文２ ぼうだい（な） 膨大（な） enormous
2206 L７ 本文２ してい（する） 指定（する） to appoint / appointment, to specify/specification
2207 L７ 本文２ しよう（する） 使用（する） (to)use
2208 L７ 本文２ きんし（する） 禁止（する） to prohibit / prohibition
2209 L７ 本文２ あらた（な） 新た（な） new
2210 L７ 本文２ （さんびゃくすうじっ）しゅ (三百数十）種　　 a kind
2211 L７ 本文２ たいりょう（な） 大量（な） 名/な a large quantity
2212 L７ 本文２ せっしゅ（する） 摂取（する） to take in, to absorb / absorption
2213 L７ 本文２ さしつかえ 差し支え 差し支えない　to be permitted, harmless
2214 L７ 本文２ ちょうきてき（な） 長期・的（な） extending over a long period of time
2215 L７ 本文２ びりょう（な） 微量（な） 名/な a very small quantity
2216 L７ 本文２ たいない 体内 in the body
2217 L７ 本文２ ちくせき（する） 蓄積（する） to accumulate / accumulation
2218 L７ 本文２ しゅるい (数）種類　すうしゅるい a kind, different types
2219 L７ 本文２ はんのうしあう 反応し合う to react to each other, to interact
2220 L７ 本文２ じゅうだい（な） 重大（な） serious
2221 L７ 本文２ おそれ 恐れ fear
2222 L７ 本文２ にもかかわらず 接 though, in spite of～
2223 L７ 本文２ しじょう 市場 a market
2224 L７ 本文２ しょくたく 食卓 a dining table
2225 L７ 本文２ のぼる 食卓にのぼる to be served at the table
2226 L７ 本文２ ききかん 危機・感 crisis, an atmosphere of crisis
2227 L７ 本文２ むのうやく 無・農薬 without agricultural chemicals, organic
2228 L７ 本文２ もしくは 接 or, otherwise
2229 L７ 本文２ かかく 価格 price
2230 L７ 本文２ いしょくどうげん 医食同源 慣 Chinese proverb: food and medicine have the same purpose
2231 L７ 本文２ たんてき（な） 端的（な） 端的に　plainly, directly, straightforwardly
2232 L７ 本文２ さらす 危険にさらす　to put～in danger
2233 L７ 本文２ じゅうだいせい 重大・性 seriousness
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2234 L７ 本文２ にんしき（する） 認識（する） to recognize / recognition, to become aware of ～
2235 L７ 本文２ みばえ 見栄え nice to look at, attractive to the eye
2236 L７ 本文２ りべんせい 利便・性 convenience, handiness
2237 L７ 本文２ まどわす 惑わす to mislead, to give～a false idea
2238 L７ 本文２ しせい 姿勢 an attitude
2239 L７ 本文２ かいぜん（する） 改善（する） to improve / improvement, better
2240 L７ 本文２ だいいっぽ 第・一歩 the first step
2241 L７ 本文２ こうぞう 構造 structure
2242 L７ 本文２ しゅうしょく（する） 修飾（する） to modify / modification
2243 L７ 本文２ しゅご 主語 subject
2244 L７ 本文２ じゅつご 述語 predicate
2245 L７ 本文２ つかむ to grasp
2246 L７ 本文２ ほねぐみ 骨組み structure
2247 L７ 文・表４～６ きがすすまない 気が進まない 慣 not willing to do～
2248 L７ 文・表４～６ めいれい（する） 命令（する） (to)order, to command
2249 L７ 文・表４～６ とくいさき 得意・先 a customer, a client
2250 L７ 文・表４～６ まずしい 貧しい poor
2251 L７ 文・表４～６ ちょうじょう 頂上 top (of a mountain)
2252 L７ 文・表４～６ ふぶき 吹雪 a snowstorm, a blizzard
2253 L７ 文・表４～６ ひきかえす 引き返す to turn back, to return, to come back
2254 L７ 文・表４～６ はんたい（する） 反対（する） opposition / to oppose, an objection / to object
2255 L７ 文・表４～６ とりやめ 取り止め stop, giving up (doing)
2256 L７ 文・表４～６ ゆういぎ（な） 有意義（な） 名/な meaningful
2257 L７ 文・表４～６ こころよい 快い 快く　willingly, readily
2258 L７ 文・表４～６ ひきうける 引き受ける to undertake, to take on
2259 L７ 文・表４～６ こううん（な） 幸運（な） fortunate, 幸運なことに fortunately
2260 L７ 文・表４～６ ノーベルしょう ノーベル・賞 the Nobel Prize
2261 L７ 文・表４～６ こうえん（する） 講演（する） a lecture, talk
2262 L７ 文・表４～６ さいぜんれつ 最・前列 the front row
2263 L７ 文・表４～６ いまいずみ 今泉 固
2264 L７ 文・表４～６ ひろう 拾う to pick up
2265 L７ 文・表４～６ おさななじみ 幼なじみ a friend from one's childhood
2266 L７ 文・表４～６ ぐうぜん（な） 偶然（な） 名/な/副 by chance, accidentally
2267 L７ 文・表４～６ きし 岸 固
2268 L７ 文・表４～６ あつぎ（する） 厚着（する） to wear a lot of clothes
2269 L７ 文・表４～６ にぶい 鈍い to be slow-moving
2270 L７ 文・表４～６ かたこり 肩こり stiff shoulders
2271 L７ 文・表４～６ おかす 犯す ミスを犯す to make a mistake
2272 L７ 文・表４～６ ミス（する） a mistake
2273 L７ 文・表４～６ はんこう（する） 反抗（する） rebel(against), to disobey, to resist
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2274 L７ 文・表４～６ カウンセラー a counselor
2275 L７ 文・表４～６ としごろ 年頃 (children) of about that age
2276 L７ 接続詞 ぶんかさい 文化・祭 a cultural festival
2277 L７ 接続詞 たいこう（する） 対抗（する） クラス対抗バレーボール大会 class volleyball competition
2278 L７ 接続詞 かずこ 和子 固
2279 L７ 接続詞 みせいねん 未成年 minority
2280 L７ 接続詞 みまん 未満 under, below
2281 L７ 接続詞 クレジットカード クレジット・カード a credit card
2282 L７ 接続詞 しょうだくしょ 承諾・書 a letter of acceptance
2283 L７ 接続詞 きょうつう（する） 共通（する） common
2284 L７ 接続詞 ひんこん 貧困 poverty
2285 L７ 接続詞 ばくはつ（する） 爆発（する） explosion / to explode 人口爆発 population explosion
2286 L７ 接続詞 あかじ 赤字 a deficit
2287 L７ 接続詞 かいしょう（する） 解消（する） to dissolve / dissolution
2288 L７ 接続詞 あらゆる 連体 every, all
2289 L７ 接続詞 おさない 幼ない very young
2290 L７ 接続詞 ずつう 頭痛 headache
2291 L７ 接続詞 ジューサー a juice extractor
2292 L７ 接続詞 とうしょ 当初 at first, at the beginning
2293 L７ 接続詞 イーメール E-mail e-mail
2294 L７ 接続詞 ヘリコプター a helicopter
2295 L７ 接続詞 けわしい 険しい steep
2296 L７ 副詞 くわえる to take (hold)～in one's mouth
2297 L７ 副詞 ライター a lighter
2298 L７ 副詞 くろいわ 黒岩 固
2299 L７ 副詞 じむしつ 事務・室 an office
2300 L７ 副詞 チン 陳 固
2301 L７ 副詞 きかい 機械 machinery, a machine
2302 L７ 副詞 レオナルド・ダ・ビンチ 固 Leonardo da Vinci
2303 L７ 副詞 ほいくし 保育・士 kindergarten teacher(s), nursery teacher(s)
2304 L７ 副詞 てんしょく 天職 vocation
2305 L７ 副詞 ゴーギャン 固
2306 L７ 副詞 えがく 描く to draw
2307 L７ 副詞 タヒチ Tahiti
2308 L７ 副詞 らくえん 楽園 Paradise, 地上の楽園 an earthly paradise
2309 L７ 副詞 こきょう 故郷 one's (old) home
2310 L７ 副詞 かいけつ（する） 解決（する） to solve / solution, to settle
2311 L７ 副詞 おじ 叔父 un uncle
2312 L７ 副詞 いっか 一家 one's family
2313 L７ 副詞 てきぱき 擬 prompt, brisk
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2314 L７ 副詞 てんじょう 天井 the ceiling
2315 L７ 副詞 すべすべ 擬 smooth
2316 L７ 副詞 ほととぎす ホトトギス a little cuckoo
2317 L７ 副詞 あらわれる 表れる to show itself, to be revealed
2318 L７ 副詞 はくしょ 白書 white paper
2319 L７ 副詞 じょうしょう（する） 上昇（する） to rise, to go up, 上昇気流に乗る ride an up-current of air
2320 L７ 副詞 けいやくしょ 契約・書 a written contract

2321 L８ 動機づけ ちきゅう 地球 the earth
2322 L８ 動機づけ せいめい 生命 life
2323 L８ 動機づけ さんそ 酸素 oxygen
2324 L８ 動機づけ しゅつげん（する） 出現（する） to appear / appearance, to come in
2325 L８ 動機づけ しんか（する） 進化（する） evolution / to evolve
2326 L８ 動機づけ せいぶつ 生物 a living thing
2327 L８ 動機づけ しょくぶつ 植物 plant life, vegetation
2328 L８ 動機づけ じょうりく（する） 上陸（する） to land, (to make a) landing
2329 L８ 動機づけ きょうりゅう 恐竜 dinosaurs
2330 L８ 動機づけ ぶんめい 文明 civilization
2331 L８ 動機づけ きずく 築く to establish, to raise
2332 L８ 動機づけ ひょうがき 氷河・期 the ice age
2333 L８ 動機づけ きき 危機 a crisis
2334 L８ 本文１ すみきる 澄み切る serenely 澄み切った空　perfectly clear sky
2335 L８ 本文１ あおあお 青々 fresh and green
2336 L８ 本文１ みどり 緑 greenery
2337 L８ 本文１ かがやき 輝き brilliance
2338 L８ 本文１ ひきかえ 引き換え ～と引き換えに in exchange for～
2339 L８ 本文１ こうはん 後半 the later half
2340 L８ 本文１ さんぎょうかくめい 産業・革命 the Industrial Revolution
2341 L８ 本文１ ぎじゅつかくしん 技術・革新 technological innovation
2342 L８ 本文１ しゅだん 手段 means, method
2343 L８ 本文１ ねんりょう 燃料 fuel
2344 L８ 本文１ まき 薪 firewood
2345 L８ 本文１ リズム rhythm
2346 L８ 本文１ ちょうわ（する） 調和（する） harmony / to harmonize with～
2347 L８ 本文１ きぼ 規模 scale 世界規模　on a world scale
2348 L８ 本文１ たりょう（な） 多量(な) 名/な a large quantity of～
2349 L８ 本文１ にさんかたんそ 二酸化炭素 carbon dioxide
2350 L８ 本文１ はいしゅつ（する） 排出（する） (to)discharge
2351 L８ 本文１ おんだんか（する） 温暖・化（する） global warming
2352 L８ 本文１ フロンガス フロン・ガス freon gas

Ｌ８
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2353 L８ 本文１ オゾンそう オゾン・層 the ozone layer
2354 L８ 本文１ はいすい（する） 排水（する） drainage / to drain
2355 L８ 本文１ なかでも 副 above all 
2356 L８ 本文１ もはや 副 no longer
2357 L８ 本文１ しょぶん（する） 処分（する） to dispose / disposal
2358 L８ 本文１ うめたてち 埋め立て・地 reclaimed land
2359 L８ 本文１ ほうわじょうたい 飽和・状態 saturated
2360 L８ 本文１ げすいどう 下水道 sewer
2361 L８ 本文１ ながれこむ 流れ込む to flow into
2362 L８ 本文１ たいき 大気 the atmospherethe
2363 L８ 本文１ どじょう 土壌 soil
2364 L８ 本文１ かんれんしあう 関連し合う to be connected with one another
2365 L８ 本文１ なりたつ 成り立つ be composed of, be made up of～
2366 L８ 本文１ たもつ 保つ to keep, to retain
2367 L８ 本文１ じっせん（する） 実践（する） (to)practice
2368 L８ 本文１ オゾンホール オゾン・ホール hole in the ozone layer
2369 L８ 本文１ さんせいう 酸性・雨 acid rain
2370 L８ 本文１ ねったいりん 熱帯・林 tropical forest
2371 L８ 本文１ さばくか（する） 砂漠・化（する） to turn into desert
2372 L８ 本文１ かいよう 海洋 the sea, the ocean
2373 L８ 文・表１～４ とざんきゃく 登山・客 a mountain climber
2374 L８ 文・表１～４ ぶんさん（する） 分散（する） to decentralize / decentralization
2375 L８ 文・表１～４ ととのう 整う to be ready, to be made
2376 L８ 文・表１～４ じゅうかんきょう 住・環境 living environment
2377 L８ 文・表１～４ せいび（する） 整備（する） to equip fully with, complete equipment
2378 L８ 文・表１～４ インターネット the internet
2379 L８ 文・表１～４ あくしつ（な） 悪質（な） wicked, malicious
2380 L８ 文・表１～４ はんざい 犯罪 crime(s)
2381 L８ 文・表１～４ パスワード password(s)
2382 L８ 文・表１～４ かんり（する） 管理（する） administer
2383 L８ 文・表１～４ つかいすて 使い捨て disposable
2384 L８ 文・表１～４ ていちゃく（する） 定着（する） to become established, to fix
2385 L８ 文・表１～４ しんこくか（する） 深刻･化（する） to become more acute, to be aggravated
2386 L８ 文・表１～４ しんちょう（な） 慎重（な） cautious, prudent
2387 L８ 文・表１～４ ちょうしょ 長所 a good (strong) point
2388 L８ 文・表１～４ たんしょ 短所 a weak point
2389 L８ 文・表１～４ いけばな 生け花 flower arrangement 
2390 L８ 文・表１～４ とうげいか 陶芸・家 artist in ceramics
2391 L８ 文・表１～４ しんぼく 親睦 friendship
2392 L８ 文・表１～４ はかる to cultivate, 親睦をはかる to promote friendship
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2393 L８ 文・表１～４ わるくち 悪口 slander, gossip, 悪口を言う to say bad things about somebody

2394 L８ 文・表１～４ ミステリー a mystery
2395 L８ 文・表１～４ まきこむ 巻き込む to get involved in～
2396 L８ 文・表１～４ ベストをつくす ベストを尽くす 慣 to do one's best, do all one can
2397 L８ 文・表１～４ ぎのう 技能 skill, ability
2398 L８ 文・表１～４ かつよう（する） 活用（する） to make good use of～
2399 L８ 文・表１～４ さっさと 擬 さっさと帰る to hurry home
2400 L８ 本文２ みそしる みそ・汁 miso soup
2401 L８ 本文２ なにげない 何気ない unconcerned　何気なく without much attention
2402 L８ 本文２ もしも 副 if
2403 L８ 本文２ すいしつ 水質 the quality of water
2404 L８ 本文２ ふろおけ 風呂・おけ bath-tub
2405 L８ 本文２ ぶん 分 an amount of～
2406 L８ 本文２ しようずみ 使用・済み waste～, used～
2407 L８ 本文２ てんぷらあぶら 天ぷら・油 tempura oil
2408 L８ 本文２ ながす 流す to drain, to empty
2409 L８ 本文２ なべ 鍋 pan
2410 L８ 本文２ たべかす 食べかす leftovers
2411 L８ 本文２ ぎゃくに 逆に 副 conversely
2412 L８ 本文２ ぞうきん a floor cloth
2413 L８ 本文２ すいこむ 吸いこむ absorb, soak in
2414 L８ 本文２ よごれ 汚れ dirt
2415 L８ 本文２ ふきとる to wipe out
2416 L８ 本文２ そうとう（な）（する） 相当（な）（する） 名/副/な considerably
2417 L８ 本文２ みっせつ（な） 密接（な） close,  密接にclosely
2418 L８ 本文２ ちょっとした 連体 a little
2419 L８ 本文２ ふちゅうい（な） 不注意（な） carelessness
2420 L８ 本文２ たすける 助ける to save
2421 L８ 本文２ ━じたい ━自体 itself
2422 L８ 本文２ しゅうせき（する） 集積（する） accumulation / to accumulate
2423 L８ 本文２ あるいは 接 or, maybe
2424 L８ 本文２ はいきガス 排気・ガス exhaust-gas
2425 L８ 本文２ しょうエネルギー 省・エネルギー saving energy, energy-saving
2426 L８ 本文２ しんりんしげん 森林・資源 forest resources
2427 L８ 本文２ ろうひ（する） 浪費（する） (to)waste
2428 L８ 本文２ むだづかい（する） 無駄遣い（する） (to)waste
2429 L８ 本文２ せつやく（する） 節約（する） to save / saving, cut down
2430 L８ 本文２ じっこう（する） 実行（する） (to put into) practice
2431 L８ 本文２ アルミかん アルミ・缶 aluminum tin
2432 L８ 本文２ ボーキサイト bauxite
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2433 L８ 本文２ つみかさね 積み重ね accumulation
2434 L８ 本文２ ちほうじちたい 地方・自治・体 local government
2435 L８ 本文２ いずれ which
2436 L８ 本文２ くうらん 空欄 blank column
2437 L８ 本文２ かんさん（する） 換算（する） conversion
2438 L８ 本文２ おでん vegitables,fish dumplings and various other articles of food stewed in a thin soy soup

2439 L８ 本文２ とぎじる とぎ汁 the water in which rice has been washed
2440 L８ 本文２ じったい 実態 the true facts 実態調査　fact-finding
2441 L８ 本文２ ちょうさひょう 調査・表 a questionnaire
2442 L８ 本文２ ごうけいてん 合計・点 total points
2443 L８ 本文２ のみのこし 飲み残し left-over drinks
2444 L８ 本文２ ティッシュペーパー ティッシュ・ペーパー tissue
2445 L８ 本文２ うら 裏 the back (of something)
2446 L８ 本文２ ふよう（な） 不要（な） な/名 unnecessary
2447 L８ 本文２ けいさんようし 計算・用紙 scrap paper eg. For occasional calculations
2448 L８ 本文２ パック(する) a pack / to pack, a carton
2449 L８ 本文２ びん 瓶 a bottle
2450 L８ 本文２ あきかん 空き缶 empty can(s)
2451 L８ 本文２ なげすて 投げ捨て throwing away
2452 L８ 本文２ ぶんべつしょり（する） 分別・処理（する） segregated disposal
2453 L８ 本文２ さいせいし 再生・紙 recycled paper
2454 L８ 本文２ ヘアードライヤー ヘアー・ドライヤー hair dryer
2455 L８ 本文２ ごうせいせんざい 合成・洗剤 synthetic detergent(s)
2456 L８ 本文２ せっけん 石けん soap
2457 L８ 本文２ きょうりょくてき（な） 協力・的（な） cooperative
2458 L８ 本文２ わりばし 割りばし half-split (disposable) chopsticks
2459 L８ 本文２ せんがん（する） 洗顔（する） to wash one's face
2460 L８ 本文２ はみがき（する） 歯磨き（する） to brush one's teeth
2461 L８ 本文２ ペットボトル ペット・ボトル a plastic bottle
2462 L８ 本文２ かいしゅう（する） 回収（する） collection / to collect
2463 L８ 本文２ こうけん（する） 貢献（する） contribution / to contribute
2464 L８ 本文２ ━ど ━度 degree(of temperature, of kindness, of contribution etc.)
2465 L８ 文・表５～８ はんこうげんば 犯行・現場 the scene of the crime
2466 L８ 文・表５～８ おんなもの 女・物 women's
2467 L８ 文・表５～８ てぶくろ 手袋 gloves
2468 L８ 文・表５～８ もれる 漏れる to leak out
2469 L８ 文・表５～８ ビラくばり ビラ・配り to give out bills, fliers
2470 L８ 文・表５～８ あしがぼうになる 足が棒になる 慣 to walk one's legs off
2471 L８ 文・表５～８ あきれる to be amazed, to be disgusted
2472 L８ 文・表５～８ がくわり 学割 student discount
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2473 L８ 文・表５～８ いっぱいやる 一杯やる 慣 to get (some) drinks
2474 L８ 文・表５～８ ざんぎょう（する） 残業（する） (to work)overtime
2475 L８ 文・表５～８ えいぎょうさき 営業・先
2476 L８ 文・表５～８ しょうだん（する） 商談（する） business talks, negotiation / to negotiate
2477 L８ 文・表５～８ けいたいでんわ 携帯・電話 cellular phone
2478 L８ 文・表５～８ えいぎょう（する） 営業(する） (to do)business, sales
2479 L８ 文・表５～８ きょうぎ（する） 協議（する） to talk with～over～, to consult / consultation
2480 L８ 文・表５～８ つね（に） 常（に） 名/な always
2481 L８ 文・表５～８ げんざいりょう 原・材料 raw materials
2482 L８ 文・表５～８ かこう（する） 加工（する） (to)process, to make ready for use
2483 L８ コラム せっとうご 接頭語 prefix
2484 L８ コラム せつびご 接尾語 suffix
2485 L８ コラム たんどく（な） 単独（な） 名/な independent
2486 L８ コラム びょうどう（な） 平等（な） equality
2487 L８ コラム じょうしき 常識 common sense
2488 L８ コラム こうしき 公式 formal
2489 L８ コラム かがくてき（な） 科学・的（な） scientific
2490 L８ コラム ひょうじょう 表情 expression
2491 L８ コラム とっきゅう 特急 a limited express
2492 L８ コラム じゅうじつ（する） 充実（する） to enrich, fullness
2493 L８ 接続詞 どきょう 度胸 度胸がない timid
2494 L８ 接続詞 しんだん（する） 診断（する） diagnosis / to diagnose　健康診断　medical check
2495 L８ 接続詞 さいけんさ（する） 再・検査（する） (to)recheck
2496 L８ 接続詞 ゼラチン gelatin
2497 L８ 接続詞 あたためる 温める to warm, to heat up
2498 L８ 接続詞 ドイツ・ご ドイツ・語 German
2499 L８ 接続詞 りしゅう（する） 履修（する） to take a course in ～
2500 L８ 接続詞 なやみごと 悩み事 worries
2501 L８ 副詞 かいはつぶ 開発・部 development section
2502 L８ 副詞 まつなが 松永 固
2503 L８ 副詞 ボリュームまんてん ボリューム・満点 voluminous
2504 L８ 副詞 ビーフシチュー ビーフ・シチュー beef stew
2505 L８ 副詞 かんげき（する） 感激（する） to be deeply moved
2506 L８ 副詞 しょうぼうしゃ 消防・車 a fire engine
2507 L８ 副詞 もえひろがる 燃え広がる to spread to～
2508 L８ 副詞 やまおか 山岡 固
2509 L８ 副詞 だいいっせん 第一線 active in the forefront of～
2510 L８ 副詞 ておくれ 手遅れ 　 to be past cure
2511 L８ 副詞 おおくら 大倉 固
2512 L８ 副詞 きた 北 固
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2513 L８ 活動 むらおこし 村・おこし Village Development Project
2514 L８ 活動 じゅうみん 住民 residents
2515 L８ 活動 しゅうかい（する） 集会 gathering
2516 L８ 活動 おうじる 応じる comply with～
2517 L８ 活動 みどりのむら 緑野・村 固
2518 L８ 活動 クラブハウス clubhouse
2519 L８ 活動 さかいがわ 境・川 固
2520 L８ 活動 りょかん 旅館 a Japanese-style hotel
2521 L８ 活動 はか 墓 grave(s)
2522 L８ 活動 ろてんぶろ 露天・風呂 an open-air bath
2523 L８ 活動 しゅくはく（する） 宿泊（する） (to)stay
2524 L８ 活動 ペンション bed and breakfast
2525 L８ 活動 ほとり neighborhood
2526 L８ 活動 のうきょう 農協 an agricultural cooperative association
2527 L８ 活動 むらやくば 村・役場 a village office
2528 L８ 活動 じもと 地元 local
2529 L８ 活動 かいつう（する） 開通（する） to be open to traffic
2530 L８ 活動 こうそくどうろ 高速・道路 motorway, highway, freeway
2531 L８ 活動 かそ 過疎 depopulation
2532 L８ 活動 ぜいきん 税金 tax
2533 L８ 活動 しゅうにゅう 収入 income
2534 L８ 活動 だい 代 generation
2535 L８ 活動 せんぞだいだい 先祖・代々 ancestral
2536 L８ 活動 てばなす 手放す to abandon～
2537 L８ 活動 やちょう 野鳥 wild bird(s)
2538 L８ 活動 そんちょう 村長 the village headman
2539 L８ 活動 のむら　いっぺい 野村　一平 固
2540 L８ 活動 しょうてん 商店 shops
2541 L８ 活動 みやもと　サキ 宮本　サキ 固
2542 L８ 活動 のうぎょう 農業 agriculture
2543 L８ 活動 きたやま　ますぞう 北山　増造 固
2544 L８ 活動 しゅふ 主婦 housewife
2545 L８ 活動 きむら　はるこ 木村　春子 固
2546 L８ 活動 しぜんほごだんたい 自然・保護・団体 a nature conservationist
2547 L８ 活動 アースピース 固
2548 L８ 活動 ながしま　しげる 長島　茂 固
2549 L８ 活動 プロフィール a profile
2550 L８ 活動 じゅうしょく 住職 the chief priest
2551 L８ 活動 くわた　けいこ 桑田　圭子 固
2552 L８ 活動 ちょうじょ 長女 the first-born daughter
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2553 L８ 活動 きこん 既婚 married
2554 L８ 活動 きよはら　まさる 清原　まさる 固
2555 L８ 活動 じぬし 地主 landowner(s)
2556 L８ 活動 さんりん 山林 forest(s)
2557 L８ 活動 （２０）ヘクタール (20）ha hectare
2558 L８ 活動 いしげ　ひろし 石毛　ひろし 固
2559 L８ 活動 きょうゆ 教諭 a teacher
2560 L８ 活動 かそち 過疎・地 depopulated area(s)
2561 L８ 活動 ふにん（する） 赴任（する） to arrive in one's new post
2562 L８ 活動 さくせんかいぎ 作戦・会議 planning meeting(s)
2563 L８ 活動 こんきょ 根拠 basis
2564 L８ 活動 はんろん（する） 反論（する） counterargument(s)
2565 L８ 活動 みりょくてき（な） 魅力・的（な） attractive
2566 L８ 活動 いし 意思 intention
2567 L８ 活動 さしはさむ to interrupt
2568 L８ 活動 あたまにいれる 頭に入れる 慣 to put into one's mind
2569 L８ 作文 しゅっしょうりつ 出生・率 the birthrate
2570 L８ 作文 （２）じ (2）次 第２次  the second～
2571 L８ 作文 ベビーブーム ベビー・ブーム the baby boom
2572 L８ 作文 さかい 境 a border, a boundary
2573 L８ 作文 びっしり 擬 tight, full
2574 L８ 作文 おもいだす 思い出す to recall
2575 L８ 作文 せっとくりょく 説得・力 persuasiveness
2576 L８ 作文 じたい 事態 the situation
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