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1 permission 許可 1 fortunately 幸運にも
2 union 連合 2 cattle 牛
3 ふるまい behavior 3 conduct 行為
4 ためらう hesitate 4 alcohol アルコール
5 結果 result 5 percentage 百分率
6 制限 restriction 6 essential 本質的な
7 humor ユーモア 7 occasion 時機
8 alcohol アルコール 8 eternal 永遠の
9 唯一の unique 9 permission 許可
10 awake 目が覚めて 10 union 連合
11 hang ～をつるす 11 hang ～をつるす
12 resemble ～に似ている 12 ancient 古代の
13 numerous 多数の 13 bargain 取引
14 装備 equipment 14 quantity 量
15 crop 作物 15 weigh ～の重さがある
16 泉 fountain 16 owe ～を負う
17 牛 cattle 17 bold 大胆な
18 owe ～を負う 18 formal 正式の
19 envy ～をうらやむ 19 spare 割く
20 無知の ignorant 20 ugly 醜い
21 量 quantity 21 valid 有効な
22 実験 experiment 22 eventually 結局
23 knit ～を編む 23 independent 独立した
24 正式の formal 24 passion 情熱
25 徐々の gradual 25 resemble ～に似ている
26 oral 口述の 26 mutual 相互の
27 厳しい strict 27 gradual 徐々の
28 valid 有効な 28 behavior ふるまい
29 hire 賃借りする 29 warn ～に警告する
30 quarrel 言い争う 30 unique 唯一の
31 suspect ～を怪しむ 31 restriction 制限
32 weigh ～の重さがある 32 oral 口述の
33 取引 bargain 33 quarrel 言い争う
34 laboratory 実験室 34 vague あいまいな
35 occasion 時機 35 pose ポーズをとる
36 秘書 secretary 36 hesitate ためらう
37 contain ～を含む 37 humor ユーモア
38 conduct 行為 38 contain ～を含む
39 割く spare 39 strict 厳しい
40 古代の ancient 40 ignorant 無知の
41 大胆な bold 41 envy ～をうらやむ
42 あいまいな vague 42 fountain 泉
43 永遠の eternal 43 knit ～を編む
44 相互の mutual 44 thrill スリル
45 although ～だけれども 45 rival ライバル
46 rival ライバル 46 suspect ～を怪しむ
47 thrill スリル 47 result 結果
48 絶対必要な indispensable 48 hire 賃借りする
49 mostly 大部分は 49 laboratory 実験室
50 fortunately 幸運にも 50 crop 作物
51 結局 eventually 51 although ～だけれども
52 pose ポーズをとる 52 long 切望する
53 long 切望する 53 experiment 実験
54 passion 情熱 54 awake 目が覚めて
55 percentage 百分率 55 indispensable 絶対必要な
56 warn ～に警告する 56 secretary 秘書
57 independent 独立した 57 mostly 大部分は
58 本質的な essential 58 numerous 多数の
59 醜い ugly 59 equipment 装備
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