
おなか 肚子

らくだ 駱駝

リサイクル 資源回收

リ サイクルこうじょう リサイクル工場 資源回收工廠

きっぷ 切符 票

ていき 定期 定期、月票

けん 券 票、券

ていきけん 定期券 月票

ベンチ 長椅

ペットボトル 寶特瓶

あぶら 油 油

てんぷらあぶら 天ぷら油 炸天婦羅用油

パック 紙包裝

ぎゅうにゅうパック 牛乳パック 牛奶紙盒（紙包裝）

びん 瓶 瓶

トイレットペーパー 衛生紙

どうろ 道路 道路

ざいりょう 材料 材料

カーペット 地毯

ボタン 鈕扣

みぎ 右 右、右邊

ふた 蓋子

でんき 電気 電燈、電力

ひだり 左 左、左邊

こうさてん 交差点 十字路口

しみん 市民 市民

しみんびょういん 市民病院 市民醫院

きせつ 季節 季節

うき 雨季 雨季

かんき 乾季 旱季

23課
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成了、變為

出現、出來

開

開（電器）

流、沖

關、熄、滅

轉彎

過（橋等＋ ）

存、寄存、委託

繼續

聽見

髒的

結實（的）

第∼（接數詞後，表示序號） 

丁目（用於表示將町進一步劃

    分後的地區）

直

其實、實際上

∼等

新加坡

高峰銀行

西町

（隔了）好久

前幾天、上次

2



バイオリン 　 小提琴

かたて 片手 一隻手

トラック 　 卡車

ハンバーガー 漢堡

けいさん 計算 計算

さる 猿 猴子

イルカ 海豚

ダイビング 潛水

ざぜん 座禅 坐禪

げんきん 現金 現金

おとな 大人 大人

むすこ 息子 兒子（指別人的兒子時加“さん”）

むすめ＊ 娘 女兒（指別人的女兒時加“さん”）

ママ 　 媽媽

パパ＊ 爸爸

じ 字 字

キャンプ 露營

～じょう ～場 ∼場

キャンプじょう キャンプ場 露營場

インタビュー　 採訪、面談

インタビューシート 　　 面談表

めんせつ 面接 面試

ほいくえん 保育園 托兒所

こくせき 国籍 國籍

ねんれい 年齢 年齡

きょか 許可 許可

24課

３



りゆう 理由 理由

おりがみ 折り紙 折紙

ひるま 昼間 白天

ようす 　 情況、樣子

はしる　Ⅰ 走る 跑

よやくする　Ⅲ 予約する 預約

わる　Ⅰ 割る 敲破（雞蛋）、割

ダウンロードする　Ⅲ 下載

しらべる　Ⅱ 調べる 查、調查

なげる　Ⅱ 投げる 扔、投

うける　Ⅱ 受ける 接受

さいようする　Ⅲ 採用する 錄用

うごく　Ⅰ 動く 動

ごぞんじだ ご存じだ 知道（“しっている”的尊敬語）

―かこく ―か国 ―個國家（數國家時的量詞）

―キロ（キロメートル）（km） ―公里

―こ ―個 ―個（數小東西時的量詞）

―センチ（センチメートル）（cm） ―釐米

―さつ ―冊 ―冊（數書本等時的量詞）

こんな 這樣的、這種

そんな＊ 那樣的、那種（指離聽者較近

的東西）

あんな＊ 那樣的、那種（指離說話者和聽

者雙方都比較遠的東西）

～しょう ～証 ∼證

きょかしょう 許可証 許可證、執照

けいけん 経験 經驗、體驗

あれ 哎呀（驚訝、奇怪時發出的語氣

詞）

～しか 只∼

4



いかがですか。 如何。怎麼樣。

りょうごく 両国 兩國

かまくら 鎌倉 鐮倉

しもだ 下田 下田

ひめじ 姫路 姬路

なは 那覇 那霸

かのうけい 可能形 可能形

5



ユーモア

25課

　 幽默

にんき 人気 受歡迎

し 詩 詩

しめきり 締め切り 截止日期

データ 資料

はんにん 犯人 犯人

てぶくろ 手袋 手套

～つもり 　 打算∼

メンバー 　 成員

めんきょ 免許 執照

やちん 家賃 房租

ひあたり 日当たり 日照

ぶんかさい 文化祭 校慶（在學校裡，由學生舉行的

各種展示、音樂、戲劇等文化

活動）

ミュージカル 音樂劇

ひみつ 秘密 秘密

おくれる　Ⅱ 遅れる 遲到（上課等＋に） 、進展比標

準的慢

かんがえる　Ⅱ 考える 考慮、想

かくにんする　Ⅲ 確認する 確認

もうしこむ　Ⅰ 申し込む 申請（機關等＋に）（參加等＋を）

でる　Ⅱ 出る 發（車）

パンクする　Ⅲ 　 爆胎

たのむ　Ⅰ 頼む 委託、拜託（人＋に）  （事物＋を）

こたえる　Ⅱ 答える 回答

さそう　Ⅰ 誘う 勸誘、邀請

とる　Ⅰ 取る 取得（執照）

かう　Ⅰ 飼う 飼養

おぼえる　Ⅱ 覚える 記住

6



かっこいい 瀟灑的、形象好的

―はく／ぱく ―泊 —夜（數住宿的天數時的量詞）

ほかに 其他

もうすぐ 馬上

かならず 必ず 一定

みどりまち みどり町 綠町

しみんセンター 市民センター 市民中心

7



ほけん 保険 保險

ほけんしょう 保険証 保險證

かしだし 貸し出し 出租、租賃

かしだしカード 貸し出しカード 借書證

ビザ 簽證

とっきゅう 特急 特快車

とっきゅうけん 特急券 特快車票

しん～ 新～ 新∼

せいひん 製品 產品

しんせいひん 新製品 新產品

セルフタイマー 自拍計時器

フラッシュ 閃光燈

どうが 動画 動畫

ひづけ 日付 日期

ガイドブック 旅遊指南

りょかん 旅館 旅館

ストレス （精神）壓力

せいふく 制服 制服

しゃちょう 社長 社長、總經理

はなし 話 說話

ほうこく 報告 報告

ほうこくしょ 報告書 報告書

がっかい 学会 學術會議、學術團體

スケジュール 日程

ちょうさ 調査 調查

アンケートちょ

8

うさ アンケート調査 問卷調查

けっか 結果 結果

ちょうさけっか 調査結果 調查結果

はいしゃ 歯医者 牙科醫院、牙科醫生

チップ 小費

しょうがくせい 小学生 小學生

26課



みぶんしょうめいしょ 身分証明書 身份證

たからもの 宝物 寶物

がっしゅく 合宿 集訓

プロ 職業的、專業的

いる　Ⅰ 要る 需要、要求

いれる　Ⅱ 入れる 插入

じゅうでんする　Ⅲ 充電する 充電

やすむ　Ⅰ 休む 請假

かんじる　Ⅱ 感じる 感覺

しゅっせきする　Ⅲ 出席する 出席（聚會等＋に）

さんかする　Ⅲ 参加する 參加（集會等＋に）

―パーセント（％） 　 百分之―

またこんど また今度 下次見

よかったら 願意∼的話

げんばくドーム 原爆ドーム 原爆圓頂（館）

サミットしゃ サミット社 高峰公司

うりば 売り場

9

賣場



アレルギー 過敏

かいだん 階段 台階、樓梯

のど 喉嚨

きぶん 気分 身體舒適與否、心情

せき 咳嗽

かいぎ 会議 會議

しゅっちょう 出張 出差

じきゅう 時給 時薪

ウエートレス 女服務生

スーツ 套裝、西服

（お）みまい （お）見舞い 探望

どうそうかい 同窓会 同學會

れんらくさき 連絡先 聯繫地點

ポップコーン 爆米花

かつどう 活動 活動

カウンセラー 輔導員

げいじゅつ 芸術 藝術

げいじゅつがくぶ 芸術学部 藝術系

アドバイス 忠告、建議

ねつ 熱 發燒、熱

ゆうがた 夕方 黃昏、傍晚

ひく［かぜを～］　Ⅰ 引く［風邪を～］ 患［感冒］

ころぶ　Ⅰ 転ぶ 跌倒、滑倒

やけどする　Ⅲ 燙傷、燒傷

とまる　Ⅰ 止まる 停止、停車

かよう　Ⅰ 通う （在兩地之間）往返

はんたいする　Ⅲ 反対する 反對

しんぱいする　Ⅲ 心配する 擔心

つづける　Ⅱ 続ける 繼續

つたえる　Ⅱ 伝える 傳達、轉告

27課

うらやましい 羨慕
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なかなか （不）輕易、（不）容易、（不）

簡單（與否定形一起使用）

だから 因為、因此

～が、～。 （用於作為後續句子的序言提示

的助詞）

それはいけませんね。 那可不太好。（安慰患病和受傷

的人時的表現）

けんじ 研二

11



まとめ 5

アイスクリーム 冰淇淋

パスポート 護照

せいのう 性能 性能

ガラス 玻璃

プラスチック 塑膠

きおん 気温 氣溫

あまぐ 雨具 雨具

～ばあい ～場合 ∼的情況

としをとる　Ⅰ 年を取る 年紀變大

たのしむ　Ⅰ 楽しむ 愉快、期待

きをつける　Ⅱ 気をつける 小心、留神

かわる　Ⅰ 変わる 變

おりる　Ⅱ 下りる 下來

くるしい 苦しい 苦

―ど（℃） ―度 ―度

だんだん 漸漸地

はっきり 清楚地

ゆっくり 慢慢地

じゅうぶん 十分 充分

しかし 但是

また 又、同時、而且

12



むし 虫 蟲子

かぎ 鑰匙

カーテン 窗簾

ひきだし 引き出し 抽屜

きんこ 金庫 保險箱

ゆか 床 地板

かびん 花瓶 花瓶

しょるい 書類 文件

かいちゅうでんとう 懐中電灯 手電筒

でんち 電池 電池

あな 穴 洞

ふくろ 袋 袋子

もうふ 毛布 毛毯

ニュース 新聞

ボーナス 獎金

あじ 味 口味

におい 氣味

かぜ 風 風

おと 音 聲音

でんせん 電線 電線

つなみ 津波 海嘯

じょうほう 情報 資訊

しぜん 自然 自然

さいがい 災害 災害

なみ 波 波浪、波濤

そら 空 天空

ほし 星 星星

いか 墨魚

さいきん 最近

28課

たおれる　Ⅱ 倒

しまる　Ⅰ

最近

倒れる

閉まる 關閉、（商店等）休息

13



やぶれる　Ⅱ 破れる 破損

かかる［かぎが～］　Ⅰ 上著［鎖］

ぬれる　Ⅱ 被淋濕

かわく＊　Ⅰ 乾く 乾

おちる　Ⅱ 落ちる 墜落

おれる　Ⅱ 折れる 折斷

きれる　Ⅱ 切れる 用完、切斷

よごれる　Ⅱ 汚れる 髒

できる　Ⅱ 做好、完成

にこにこする　Ⅲ 笑嘻嘻

まぜる　Ⅱ 混ぜる 混合

ふむ　Ⅰ 踏む 踏、踩

のばす　Ⅰ 延ばす 放長、拉長

たたむ　Ⅰ 畳む 疊

する　Ⅲ 感覺到、有∼的感覺（表示五官

所感之現象）

とおる　Ⅰ 通る 通過

キャッチする　Ⅲ 捕捉、接收

こまる　Ⅰ 困る 為難、困擾

ゆれる　Ⅱ 揺れる 搖晃

くわしい 詳しい 詳細的

うすい 薄い 薄的

あつい＊ 厚い 厚的

ほそい 細い 細的

ふとい＊ 太い 粗的

ていねい［な］ 丁寧［な］ 禮貌（的）

へん［な］ 変［な］ 異常（的）、怪（的）

せいかく［な］ 正確［な］ 正確（的）

ロマンチック［な］ 浪漫（的）

さっき 剛才

できるだけ 盡可能地、盡量

14



ですから 因為、因此（“だから”的禮貌

說法）

ほら 瞧（喚起對方注意時發出的聲音）

～によると 根據∼

だからなんですね。 怪不得。

これでいいですか。 這樣可以嗎？

15



みどり 緑 綠色、綠樹、綠草

がくしょく 学食 學生食堂（“がくせいしょくど

う”的簡稱）

ねだん 値段 價錢

りょう 量 量

メニュー 菜單

えいよう 栄養 營養

バランス 均衡

メモ 記錄、筆記

とかい 都会 城市

いなか 田舎 鄉下

がいしょく 外食 在外面吃飯

じすい 自炊 自己做飯

しゅうしょく　 就職　 就職

こうこく 広告 廣告

してん 支店 分店

システム 體系、系統

しんにゅう～ 新入～ 新進來的∼

しゃいん 社員 員工

しんにゅうしゃいん 新入社員 新員工

せんもん 専門 專業、專門

けんしゅう 研修 進修

フレックスタイム 彈性工作時間

せきにん 責任 責任

えいぎょうする　Ⅲ 営業する 營業

きがつく　Ⅰ 気がつく 細心、注意到、察覺

とめる　Ⅱ 泊める 留宿

たいそうする　Ⅲ 体操する 做體操

きまる　Ⅰ 決まる 決定

16

29課



かいはつする　Ⅲ 開発する 研發

かえる　Ⅱ 変える 改變、變動

ぼしゅうする　Ⅲ 募集する 募集

てんきんする　Ⅲ 転勤する 調動工作

あかるい 明るい 爽朗的、開朗的

がまんづよい 我慢強い 忍耐力強的

ほうふ［な］ 豊富［な］ 豐富（的）

きれいずき［な］ きれい好き［な］ 愛乾淨（的）

かっぱつ［な］ 活発［な］ 活潑（的）

あんぜん［な］ 安全［な］ 安全（的）

じゆう［な］ 自由［な］ 自由（的）、隨意（的）、不受拘

きゅう［な］ 急［な］ 突然（的）

いっしょうけんめい 一生懸命 努力地、拼命地

ずいぶん 相當、非常

～けど、～。 ∼，但是∼。（用於比較輕鬆的

會話）

すばるでんき すばる電気 昴電器

みどりでんき みどり電気 綠電器

サミットでんき サミット電気 高峰電器

17

だす　Ⅰ 出す 刊登（報紙等＋に）（廣告等＋を）

束（的）



よてい 予定 預定

いぬごや 犬小屋 狗窩

うさぎ 兔子

はなたば 花束 花束

ぼうえんきょう 望遠鏡 望遠鏡

けんこう 健康 健康

かんけい 関係 關係

にんげんかんけい 人間関係 人際關係

あいさつ 問候、寒暄

かいがい 海外 海外

さばく 砂漠 沙漠

いど 井戸 水井

ひょうご 標語 標語、口號

じぶん 自分 自己

～ご ～後 ∼後

そつぎょうご 卒業後 畢業後

ためる　Ⅱ 儲存

こくはくする　Ⅲ 告白する 坦白

うえる　Ⅱ 植える 種植

ほる　Ⅰ 掘る 挖

たてる　Ⅱ 建てる 興建

あたためる　Ⅱ 温める 熱（菜、飯等）

まもる　Ⅰ 守る 遵守、保護

じつげんする　Ⅲ 実現する 實現

おく 億 億

もっと 更

18

30課

～ために、～ 為了∼，∼



いこうけい 意向形 意向形

ＡＴＭ 自動櫃員機

19

エーティーエム



くつした 靴下 襪子

ホワイトボード 白板

プラグ 電線插頭

かべ 壁 牆

ざぶとん 座布団 座墊

ひじょうぐち 非常口 緊急出口

あんない 案内 介紹、嚮導

ひょう 表 表格

ス ケジュールひょう スケジュール表 日程表

スクリーン 螢幕

ちゃいろ 茶色 茶色

Ａ４ A4 尺寸

マラソン 馬拉松

しみんマラソン 市民マラソン 市民馬拉松

いいんかい 委員会 委員會

ゅ じ んびいいんかい 準備委員会 籌備委員會

たいかい 大会 大會

マラソンたいかい マラソン大会 馬拉松大賽

とどけ 届け （提交政府機關等的）報告、申

請

コース 路線

がいこく 外国 外國

ポスター 海報

ランナー 跑者

せいこう 成功 成功

しょうめいしょ 証明書 證明書

そ つぎょうしょう 卒業証明書 畢業證書

がんしょ 願書 申請書

まわり 周り 周圍

かたづける　Ⅱ 片付ける 收拾

ひやす　Ⅰ 冷やす 冰鎮、弄涼

31課

エー

めいしょ

20



しまう　Ⅰ 收拾起來

かざる　Ⅰ 飾る 裝飾

かくす　Ⅰ 隠す 藏

けす　Ⅰ 消す 擦掉、消除

しめる　Ⅱ 閉める 關

かける［かぎを～］　Ⅱ 上［鎖］

そのままにする　Ⅲ 照原樣、原封不動

だす　Ⅰ 出す 拿出來

はる　Ⅰ 張る 貼（物1＋に）（物2＋を）

かける　Ⅱ 掛ける 掛（場所＋に）（物＋を）

じゅけんする　Ⅲ 受験する 應試、報考

あぶない 危ない 危險的、有礙身心的

ふくざつ［な］ 複雑［な］ 複雜（的）

いよいよ 終於

そのほかに 其他

けっこうです。 結構です。 不要。（用於有禮貌地表示拒絕

時）

どうなっていますか。 怎麼樣了？

Ｂ４ B4 尺寸
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よぼう 予防 預防

よぼうちゅうしゃ 予防注射 預防針

マスク 口罩

うがい 漱口

ビタミンＣ
シー

維生素C

よふかし 夜更かし 熬夜

まいご 迷子 迷路的孩子

ローラースケート 溜冰鞋

サングラス 墨鏡

おめん お面 能面、面具

きぼう 希望 希望

ほうちょう 包丁 菜刀

かわ 皮 皮

ケチャップ 番茄醬

けいかく　 計画　 計畫

あん 案 方案

けいかくあん 計画案 計畫方案

あそび 遊び 玩

ボールあそび ボール遊び 玩球

きっさてん 喫茶店 咖啡館

ご～ （表示禮貌和敬意的接頭詞。主

要用於來自中國的詞彙前）

（ご）いけん （ご）意見 意見

お～＊ （表示禮貌和敬意的接頭詞。主

要用於日本原有詞彙前）

みらい 未来 未來

きょうみ 興味 興趣

はやる　Ⅰ 流行

32課
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とる　Ⅰ 取る 攝取



つける　Ⅱ 穿在身上、佩戴

むく　Ⅰ 剝

きんしする　Ⅲ 禁止する 禁止

あたる　Ⅰ 当たる 碰撞（人、物 1＋に）　（物2＋が）

とぶ　Ⅰ 飛ぶ 飛（天空＋を）

いただく　Ⅰ 頂く 吃、喝、領受（“たべる”“のむ”

“もらう”的自謙語）

ゆっくり 舒適、安閒

―はい／ばい／ぱい ―杯 ―杯（數裝入杯子等容器的飲料
時的量詞）

～でも 　 ∼什麼的

～をおねがいします。 ～をお願いします。 ∼拜託了。

23



まとめ 6

おばけ お化け 妖魔鬼怪

かいてんずし 回転ずし 迴轉壽司店

（お）きゃく（さん） （お）客（さん） 顧客、客人

きんいろ 金色 金色

ひかる　Ⅰ 光る 發光

まわる　Ⅰ 回る 轉圈、轉動

のせる　Ⅱ 載せる 放上、裝載

かかる　Ⅰ 掛かる 掛

えらぶ　Ⅰ 選ぶ 選

―さら ―皿 ―盤（數裝在盤子裡的菜時的量

詞）

24



しょうがくきん 奨学金 獎學金

タクシー 計程車

スタンプ 郵戳、圖章

クーポン 折扣優惠券

ミス 錯誤

はやねはやおき 早寝早起き 早睡早起

きゅうりょう 給料 薪水

じょうけん 条件 條件

ぎじゅつかいはつ 技術開発 技術研發

～だい ～代 ∼費

　アルバイトだい アルバイト代 打工薪水

ゆうめいじん 有名人 名人

スタジアム 體育場

ヘッドホン 頭戴式耳機

ちゅうこしゃ 中古車 舊車、二手車

こしょう 故障 故障

ちゅうこしゃセンター 中古車センター 二手車行

まにあう　Ⅰ 間に合う 來得及

あきらめる　Ⅱ 死心、放棄

せんでんする　Ⅲ 宣伝する 宣傳

うれる　Ⅱ 売れる 暢銷

とる　Ⅰ 取る 得（分）

ながいきする　Ⅲ 長生きする 長生

いかす　Ⅰ 生かす 發揮、有效地利用

はいる　Ⅰ 入る 得到、到手

はれる　Ⅱ 晴れる 晴

やむ　Ⅰ （雨）停

わかい 若い 年輕

33課

ゆうしゅう［な］ 優秀［な］ 優秀（的）

ねっしん［な］ 熱心［な］ 熱心（的）、熱情（的）

25



―てん ―点 ―分（考試成績）

とちゅうで 途中で 半途

じっさいに 実際に 實際

～けど、～。 （作為後續句子序言提示

的助詞）

ねえ 哎（與對方打招呼的詞。用於關

係比較密切的人）

サミットバンド 高峰樂隊

じょうけんけい 条件形 條件形

26



てんぷ 添付 附件（電腦用語）

パスワード 密碼

あみだな 網棚 網架

ポケット 口袋

ズボン 褲子

こい 恋 戀愛

あいて 相手 對方

ようちえん 幼稚園 幼稚園

はつこい 初恋 初戀

ものがたり 物語 故事

　は つこいものがたり 初恋物語 初戀故事

コーチ 教練

サイン
暗號（體育比賽中教練等以手勢

向運動員傳遞的信號）、簽字

せいりする　Ⅲ 整理する 整理（數據）

まちがえる　Ⅱ 間違える 弄錯

ねぼうする　Ⅲ 寝坊する 睡懶覺

フリーズする　Ⅲ 當機

しゅうりょうする　Ⅲ 終了する 結束

まける　Ⅱ 負ける 輸（比賽＋に）

かつ＊　Ⅰ 勝つ 贏、勝

やめる　Ⅱ 辞める 辭職

がっかりする　Ⅲ 沮喪、失望

はずかしい 恥ずかしい 害羞、不好意思

くやしい 悔しい 不甘心

とくい［な］ 得意［な］ 拿手（的）、擅長（的）

にがて［な］ 苦手［な］ 不擅長（的）

そんなに 那麼、那樣

では 那麼（“じゃ”的禮貌說法）

27

34課



おさきに。 お先に。 我先∼了。

ただいま。  我回來啦。（自己回來時的慣用語）

おかえりなさい。 お帰りなさい。 回來啦。（別人回來時的慣用語）

はやしももこ 林もも子 林桃子
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ヘルメット 安全帽

すいぞくかん 水族館 水族館

くふう 工夫 設法、動腦筋

トンネル 隧道

ショー 表演

レインコート 雨衣

くるまいす 車いす 輪椅

スロープ 斜面、坡

よしゅう 予習 預習

ふくしゅう＊ 復習 複習

つめきり つめ切り 指甲刀

つめ 指甲

はブラシ 歯ブラシ 牙刷

すいはんき 炊飯器 電子鍋

たいおんけい 体温計 體溫計

ろうか 廊下 走廊

じんじゃ 神社 神社

いた 板 板

うら 裏 背面

ねがいごと 願い事 心願、祈願

にゅうがく 入学 入學

　にゅうがくしけん 入学試験 入學考試

おねがい お願い 許願

たなばた 七夕 七夕（7月 7號舉行的日本的傳

統活動）

えきまえ 駅前 站前一帶

たく　Ⅰ 炊く 蒸（飯）

はかる　Ⅰ 測る 測量

すべる　Ⅰ 滑る 滑

あげる　Ⅱ 挙げる 舉（手）

35課

まねく　Ⅰ 招く 招呼、邀請

もちあるく　Ⅰ 持ち歩く 隨身帶著

29



うる　Ⅰ 売る 賣

―トン（t） ―噸

おおぜい 大勢 很多人

ついでに 順便

いいんですか。 真的可以嗎？（用於很客氣地對

對方的好意加以確認）

しらゆきひめ 白雪姫 白雪公主
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かちょう 課長 科長

ちこく 遅刻 遲到

けっせき 欠席 缺席

どろぼう 　 小偷

よっぱらい 酔っ払い 醉鬼

か 蚊 蚊子

しょうきょうと 小京都 小京都

オリンピック 奧林匹克

へいあんじだい 平安時代 平安時代

ダイナマイト 炸藥

ラジウム 鐳

こうぎょう 工業 工業

のうぎょう 農業 農業

ぎょぎょう 漁業 漁業

さんぎょう＊ 産業 產業

じどうしゃ 自動車 汽車

せきゆ 石油 石油

さむらい 侍 武士

ぎょうれつ 行列 遊行隊伍、人龍

こうげいひん 工芸品 工藝品

かてい 家庭 家庭

しょうせつ 小説 小說

さいご 最後 最後

さいしょ＊ 最初 最初

さわぐ　Ⅰ 騒ぐ 吵鬧

よぶ　Ⅰ 呼ぶ 喊、叫來

ふる　Ⅰ 振る 甩（被拋棄）

しかる　Ⅰ 批評、責備

ほめる　Ⅱ 褒める 表揚

はつめいする　Ⅲ 発明する 發明

36課

おこす　Ⅰ 起こす 叫醒
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かなざわ 金沢 金澤

ひめじじょう 姫路城 姬路城

タージマハル 泰姬瑪哈陵

けんろくえん 兼六園 兼六園

ノーベル 諾貝爾

プロポーズする　Ⅲ 求婚

こぼす　Ⅰ 灑落

とる　Ⅰ 取る 搶、偷

さす　Ⅰ 刺す 叮

ひらく　Ⅰ 開く 開（會）

はっけんする　Ⅲ 発見する 發現

ゆしゅつする　Ⅲ 輸出する 出口

ゆにゅうする　Ⅲ 輸入する 進口

おこなう　Ⅰ 行う 舉行

したしむ　Ⅰ 親しむ 喜歡、親近

すすめる　Ⅱ 勧める 推薦

うたがう　Ⅰ 疑う 懷疑、靠不住

いきる　Ⅱ 生きる 生存、生活

ころす　Ⅰ 殺す 殺

うつくしい 美しい 美麗的

きょうみぶかい 興味深い 很感興趣的

いや［な］ 嫌［な］ 討厭（的）

さかん［な］ 盛ん［な］ 興盛（的）、繁榮（的）

でんとうてき［な］ 伝統的［な］ 傳統（的）

―せいき ―世紀 ―世紀

たいへん 大変 非常

とくに 特に 特別

～によって 被∼
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シェークスピア 莎士比亞

マリー・キュリー 居禮夫人

シャー・ジャハーン 沙迦罕

ながのオリンピック 長野オリンピック 長野奧運會

げんじものがたり 源氏物語 源氏物語

ハムレット 哈姆雷特

うけみけい 受身形 被動形

33



やね

37課

屋根 屋頂

わに 鱷魚

こうりゅう　 交流 交流

　こ うりゅうパーティー 交流パーティー 交流宴會

しょっけん 食券 餐券

ざいりょうひ 材料費 材料費

あとかたづけ 後片付け 收拾

ぶちょう 部長 經理

ドレス 洋裝、女性禮服

でんしじしょ 電子辞書 電子辭典

クッション 坐墊、靠墊

わりあい 割合 比例、比率

だんせい 男性 男性

じょせい 女性 女性

グラフ 圖表

～しゃ ～者 ∼者（接尾詞、表示具有某一屬

性的人）

　どくしんしゃ 独身者 單身者

～よう ～用 ∼用（接尾詞、表示以∼為使用

的對象）

　どくしんしゃよう 独身者用 單身用

しょうひん 商品 商品

かず 数 數

あかちゃん 赤ちゃん 嬰兒

（ご）しょうたい （ご）招待 招待、邀請

とうじつ 当日 當天

よういする　Ⅲ 用意する 預備、準備

34



けしょうする　Ⅲ 化粧する 化妝

やける　Ⅱ 焼ける 烤

にあう　Ⅰ 似合う 合適

あらわす　Ⅰ 表す 表示

くらい 暗い 憂鬱的、不開朗的

つめたい 冷たい 冷淡的

きがよわい 気が弱い 懦弱的、膽怯的

きがつよい＊ 気が強い 好強的、倔強的

きがみじかい 気が短い 急性子的

おそい 遅い 晚的、遲的

いじわる［な］ 意地悪［な］ 心術不正（的人）

がんこ［な］ 頑固［な］ 頑固（的）

わがまま［な］ 任性（的）

ちょうど 正好、剛好

あとで 以後、之後

きっと 一定

そんなことない。 沒有那種事。（否定對方發言內

容的表現）

こんにちは。 你好。

いらっしゃい。 歡迎。

いってまいります。 行ってまいります。 我走啦。（出門告別時的慣用語）

35



まとめ 7

ゲームき ゲーム機 遊戲機

せかい 世界 世界

～じゅう ～中 ∼中

　せかいじゅう 世界中 全世界

りゃく 略 略

おとしより お年寄り 老年人

とくちょう 特徴 特徵

わかもの 若者 年輕人

きそ 基礎 基礎

とうじ 当時 當時

よごす　Ⅰ 汚す 弄髒

はつばいする　Ⅲ 発売する 出售

つける［なまえを～］ 

Ⅱ

つける［名前を～］ 取［名字］

らんぼう［な］ 乱暴［な］ 粗暴 ( 的 )、粗野（的）

いまでは 今では （在）如今

ファミコン 電子遊戲機（“ファミリーコン

ピューター”的簡稱）

36

ファミリーコンピューター 電子遊戲機



へい 塀 圍牆

はたけ 畑 旱田

いみ 意味 意思

ＯＫ OK

くま 熊

ドライクリーニング 乾洗

アイロン 熨斗

ボディーランゲージ 肢體語言

かんばん 看板 招牌、廣告牌

かのうせい 可能性 可能性

ゆれ 揺れ 搖晃（的程度）

ひょうしき 標識 標誌

～へん ～辺 ∼一帶

～ちゅう ～中 正在∼（中）

　じゅぎょうちゅう 授業中 正在上課

らくがきする　Ⅲ 落書きする （在門、牆上）塗寫

いじめる　Ⅱ 欺負

いく　Ⅰ 行く 上（比賽中，提高士氣，往前衝

的意思）

シュートする　Ⅲ 射門、投籃

かける［アイロンを～］　Ⅱ 熨

まちがう　Ⅰ 間違う 有誤、錯了

できる　Ⅱ 能

おちてくる　Ⅲ 落ちて来る 掉下來

たつ　Ⅰ （時間）流逝、過去

すすむ　Ⅰ 進む 進展、前進

ただしい 正しい 正確

38課

オーケー

だめ［な］ 不行

どういう 什麼、什麼樣的

37



たいてい 一般、普通

まず 先、首先

はあい 是、好（兒童用語）

～のつぎに ～の次に 其次

なにやってるの。 何やってるの。 你在做什麼！（譴責對方的行

動時的表現）

めいれいけい 命令形 命令形

きんしけい 禁止形 禁止形
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るす 留守 不在家

ウール 羊毛

バーゲン 廉價銷售、大拍賣

あしあと 足跡 足跡

はちみつ 蜂蜜

せき 席 席位、座位

いっぱい 滿、飽

しょうしゃ 商社 貿易公司

ちしき 知識 知識

　せんもんちしき 専門知識 專業知識

エラー 錯誤、過失

スイッチ 開關

ぶぶん 部分 部分

はいる　Ⅰ 入る 含有

あつまる　Ⅰ 集まる 集中、聚集

のこる　Ⅰ 残る 剩下、留下

さす［かさを～］　Ⅰ さす［傘を～］ 撐［傘］

ゆずる　Ⅰ 譲る 讓給

うまくいく　Ⅰ 進展順利

つきあう　Ⅰ 交往、交際

びっくりする　Ⅲ 吃驚

きこくする　Ⅲ 帰国する 回國

きたいする　Ⅲ 期待する 期待

なやむ　Ⅰ 悩む 煩惱

はなしあう　Ⅰ 話し合う 對話（人＋と）

ばりばり （做事）手腳俐落

どうも 總覺得

それで 因此

39課
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そうか。 是嗎。（“そうですか”在較為輕

鬆的會話中的說法）

やまかわ 山川 山川
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せいと 生徒 學生

じらい 地雷 地雷

せわ 世話 照顧、照料

パーマ 燙髮

ピアス 耳環

くちべに 口紅 口紅

アクセサリー 服飾用品、首飾

たび 旅 旅行

　ひとりたび 一人旅 一個人去旅行

くらし 暮らし 生活

　ひとりぐらし 一人暮らし 一個人生活

プロジェクト 項目、規劃

ディベート 辯論比賽

じゅく 塾 補習班

さんせい 賛成 贊成

グループ 小組

　さんせいグループ 賛成グループ 贊成小組

ジャッジ 裁判、判定

　ジャッジグループ 裁判小組

レベル 水準

～いがい ～以外 ∼以外

そめる　Ⅱ 染める 染

かける［パーマを～］　Ⅱ 燙［髮］

のばす　Ⅰ 伸ばす 放長、拉長

そうたいする　Ⅲ 早退する 早退

まなぶ　Ⅰ 学ぶ 學習

うんという　Ⅰ うんと言う 說可以

はで［な］ 派手［な］ 艷麗（的）、花俏（的）

40課

41



もし 假如

それでは 那麼

しえきけい

42

使役形 使役形



おうじょさま

41課

王女様 公主

スニーカー 旅遊鞋、運動鞋

びよういん 美容院 美容院

ピアニスト 鋼琴家

だいじん 大臣 大臣

きちょうひん 貴重品 貴重物品

にわ 庭 院子

かた 方 位（“ひと ”的敬語）

シートベルト 座椅安全帶

してんちょう 支店長 分店店長

インタビュアー 採訪者

けいご 敬語 敬語

とうふ 豆腐 豆腐

　とうふサラダ 豆腐サラダ 豆腐沙拉

さっか 作家 作家

せいじ 政治 政治

～か ～家 ∼家（接尾詞、表示以∼為專業

的人）

　せいじか 政治家 政治家

はいゆう 俳優 演員

がくしゃ 学者 學者

いがく 医学 醫學

マラリア 瘧疾

ワクチン 疫苗

げんざい 現在 現在

いらっしゃる　Ⅰ 來、去、在（“いく”“くる”

“いる”的尊敬語）

めしあがる　Ⅰ 召し上がる 吃、喝（“たべる”“のむ”的尊

敬語）
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おっしゃる　Ⅰ 說（“いう ”的尊敬語）

ごらんになる　Ⅰ ご覧になる 看（“みる ”的尊敬語）

なさる　Ⅰ 做（“する ”的尊敬語）

くださる　Ⅰ 下さる 給（“くれる ”的尊敬語）

おせわになる　Ⅰ お世話になる 承蒙關照

けんぶつする　Ⅲ 見物する 參觀、遊覽

きがえる　Ⅱ 着替える 換衣服（衣服＋に）

しめる　Ⅱ 締める 繫、綁

ねがう　Ⅰ 願う 希望、祈願

―ぶ ―部 ―份（數小冊子等時的量詞）

―れつ ―列 ―列（數成排的東西時的量詞）

しょうしょう 少々 少許、一點兒（“すこし”的鄭

重說法）

～ずつ （每人）分給∼（表示固定的同

數量分配）

ホンコン 香港

ブラジル 巴西

ミリアム・セロン 米利阿穆˙塞隆

そんけいどうし 尊敬動詞 尊敬動詞

そんけいけい 尊敬形 尊敬形
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わたくし 私 我（“わたし”的自謙語）

けんちくがく 建築学 建築學

とし 都市 城市

　としけいかく 都市計画 城市規劃

くにぐに 国々 各個國家

こうそく 高速 高速

　こうそくどうろ 高速道路 高速公路

プレゼンテーション 發表、說明

でんごん 伝言 口信、傳話

うちあわせ 打ち合わせ 商量、碰頭

あてさき あて先 收信人的姓名、地址

けんめい 件名 郵件名稱（用於電子郵件）

おたく お宅 貴府（“いえ ”的禮貌說法）

おかげ 託福

じだい 時代 時代

ほんじつ 本日 今天（“きょう ”的鄭重說法）

まいる　Ⅰ 参る 去、來（“いく”“くる”的自謙語）

おる　Ⅰ 在（“いる”的自謙語）

もうす　Ⅰ 申す 說（“いう”的自謙語）

はいけんする　Ⅲ 拝見する 看（“みる”的自謙語）

いたす　Ⅰ 做（“する ”的自謙語）

うかがう　Ⅰ 伺う 問、聽、去（“きく”“いく”的

自謙語）

ぞんじておる　Ⅰ 存じておる 知道（“しっている ”的自謙語）

せんこうする　Ⅲ 専攻する 專攻

むすぶ　Ⅰ 結ぶ 連接
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はずす［せきを～］　Ⅰ 外す［席を～］ 離開［座位］

ごぶさたする　Ⅲ 久未問候

すごす　Ⅰ 過ごす 生活、過日子

しんがくする　Ⅲ 進学する 升學（學校＋に）

つとめる　Ⅱ 勤める 工作、上班

リードする　Ⅲ 領先、領導

おうえんする　Ⅲ 応援する 聲援

なつかしい 懐かしい 懷念

～かん ～間 ∼間

　―ねんかん ―年間 ―年之中

なぜ 為什麼

そして 然後、於是

おめでとうございます。 祝賀你（們）。

マレーシア 馬來西亞

アジア 亞洲

まつやま 松山 松山

タン・ズイチン 唐‧自勤

やまだ 山田 山田

スバルけんせつ スバル建設 昴建設

サミットりょこうしゃ サミット旅行社 高峰旅行社

けんじょうどうし 謙譲動詞 自謙動詞

46

しゅく 祝
祝（在表示祝賀贈送的禮品所附

有的卡片上書寫的固定用語）



まとめ 8

ちゅうしゃ 駐車　 停車

　ちゅうしゃきんし 駐車禁止 禁止停車

ホームシック 想家

げんきづける　Ⅱ 元気づける 打起精神

かんしゃする　Ⅲ 感謝する 感謝

むかう　Ⅰ 向かう 朝著∼

いや 不是（用於輕微的否定）
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巻末

―ひき／びき／ぴき ―匹 ―匹、―隻、―條（用來數小動物、

昆蟲、魚等的量詞）

―ミリ（メートル）

（m ）

―公釐

―へいほうメートル

（m 2）

―平方メートル ―平方公尺

―へいほうキロメー

トル（km2）

―平方キロメートル ―平方公里

―グラム（g）  ―克

―シーシー（cc） ―立方公分

―リットル（ℓ） ―升

―りっぽうメートル

（m3）

―立方メートル ―立方公尺

―びょう ―秒 ―
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秒

たんい 単位 單位

たどうし 他動詞 他動詞（及物動詞）

じどうし 自動詞 自動詞（不及物動詞）
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