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 索引 英語訳付き

Ａ５はん（Ａ５判） A5 paper 9課　本文
ABがた（AB型） type AB 8課　扉のページ
ATM ATM, automated teller machine 6課　聴解2
Aがた（A型） type A 8課　扉のページ
Bがた（B型） type B 8課　扉のページ
DNA DNA 8課　学習項目の練習
Eメール e-mail 10課　学習項目の練習
ID ID 1課　学習項目の練習
Lがた（L型） L-shaped 4課　本文
Oがた（O型） type O 8課　扉のページ
Tシャツ T-shirt 3課　プラスアルファ
あい（愛） love 1課　学習項目の練習
あいがんどうぶつ（愛玩動物） pet animal 10課　学習項目の練習
あいさつ address 4課　学習項目の練習
あいじょう（愛情） love 10課　学習項目の練習
あいず（合図） signal 1課　聴解2
アイスティー iced tea 6課　学習項目の練習
アイスマン ice man 8課　関連読み物
あいつ that fellow 1課　プラスアルファ
あいて（相手） other person 2課　学習項目
アウトレットモール outlet mall 6課　学習項目の練習
あかのたにん（赤の他人） unrelated person 8課　関連読み物
あきいろ（秋色） autumn colors 1課　学習項目の練習
あきらか（明らか） clear 6課　ことばを確かめよう
あきる（飽きる） grow tired of 4課　学習項目の練習
アクセス access 9課　学習項目の練習
あくてんこう（悪天候） bad weather 8課　学習項目の練習
あくまでも absolutely 1課　関連読み物
あけがた（明け方） dawn 2課　学習項目
あげる（挙げる） cite 1課　聴解2
あしおと（足音） sound of footsteps 8課　学習項目
あしくび（足首） ankle 5課　プラスアルファ
あじわう（味わう）[楽しさを～] appreciate [the fun] 5課　本文
あたえる（与える） give 1課　本文
あたり[パナマ～] around [Panama] 8課　本文
あたる（当たる）[宝くじに～] win [a lottery] 7課　学習項目の練習
あたる[方言に～] correspond to [a dialect] 10課　本文
あつかう（扱う） handle 6課　学習項目
あっとうてき（圧倒的） overwhelming 1課　本文
アドバイスする advise 5課　関連読み物
あとばらい（後払い） paying after delivery/receiving a service 6課　プラスアルファ
あな（穴） hole 9課　扉のページ
アニメ anime, animation 9課　扉のページ
アニメずき（アニメ好き） anime enthusiast 8課　学習項目の練習
あのよ（あの世） the next world 3課　学習項目の練習
アピールする appeal 7課　学習項目の練習
アフターサービス after-service 1課　学習項目の練習
あぶら（油） oil 7課　本文
あふれる overflow 1課　関連読み物
アプローチ approach 4課　本文
あまみず（雨水） rain water 7課　扉のページ
アメリカンインディアン American Indian 8課　本文
あらたに（新たに） newly 6課　学習項目の練習
あらためて（改めて） again 1課　ことばを確かめよう
あらゆる every 4課　学習項目
あらわす（表す） express 1課　学習項目の練習
あらわれる（現れる） appear 6課　本文
ある[～ところ] certain [place] 9課　扉のページ
あるいは or 6課　関連読み物
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アルコールいり（アルコール入り） containing alcohol 3課　学習項目
アルバム album 9課　学習項目
アロマテラピー aromatherapy 10課　学習項目の練習
あわい（淡い） pale 1課　本文
あん（案）[具体～] [concrete] proposal 1課　学習項目
あんい（安易） easy 4課　学習項目の練習
アンケート questionnaire 2課　本文
いいつたえ（言い伝え） oral tradition 6課　関連読み物
いいんかい（委員会） committee 4課　学習項目の練習
いがい（意外） unexpected 6課　本文
いがく（医学） medicine 2課　本文
いかに how 3課　学習項目の練習
いかり（怒り） anger 8課　学習項目
いきがい（生きがい） purpose in life 1課　学習項目
いきもの（生き物） living thing 10課　関連読み物
いきる（生きる） live 6課　本文
いくじ（育児） child care 1課　学習項目
いくぶん（幾分） somewhat 2課　学習項目
いし（意志） will 1課　本文
いし(医師） doctor 5課　学習項目
いしき（意識） consciousness 1課　学習項目の練習
いしけり（石けり） hopscotch 5課　扉のページ
いじめ bullying 3課　学習項目の練習
いじゅうしゃ（移住者） migrant 8課　本文のキーワード
いずみ（泉） spring 3課　学習項目
いた（板） plank 9課　学習項目の練習
いだいさ（偉大さ） greatness 9課　学習項目
いただけない cannot accept 1課　関連読み物
いち（位置） position 1課　作文
いちいん（一員）[社会の～] member [of society] 5課　学習項目の練習
いちじょ（一助） aid 5課　関連読み物
いちだい（一大） a great 9課　関連読み物
いちだん（一団） one body 10課　学習項目の練習
いちづける（位置づける） place 10課　学習項目の練習
いちぶ（一部） some 6課　本文
いちめん（一面） whole surface 6課　学習項目
いちめんてき（一面的） one-sided 9課　ことばを確かめよう
いちやづけ（一夜漬け） last minute cramming 4課　関連読み物
いちらん（一覧） list 2課　扉のページ
いちりゅう（一流）[超～] [ultra] first class 9課　学習項目の練習
いっかく（一角） corner 3課　学習項目の練習
いっこだて（一戸建て） detached house 6課　学習項目
いっしゅ（一種） a kind 10課　関連読み物
いっしゅう（一周） round 2課　学習項目の練習
いっしゅん（一瞬） in a moment 2課　本文
いったん once 3課　本文
いっち（一致） match 8課　関連読み物
いっぱん（一般） general 6課　本文
いっぺん（一辺） one side 4課　本文
いでん（遺伝） heredity 8課　扉のページ
いどう（移動） movement 8課　内容を確かめよう
イネ rice 8課　聴解2
いのち（命） life 8課　聴解2
いのる（祈る）[無事を～] pray [for the safety] 9課　学習項目の練習
イベント event 2課　本文
いほう（違法） illegal 2課　学習項目の練習
いまだに still 6課　学習項目の練習
いまや（今や） right now 9課　本文
イメージ image 1課　扉のページ
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いやし healing 1課　学習項目の練習
いやす soothe 3課　学習項目
いよく（意欲） willingness 4課　関連読み物
いよくてき（意欲的） ambitious 5課　キーワード
いらいする（依頼する） request 5課　学習項目
いらいらする be irritated 9課　プラスアルファ
イラスト illustration 6課　プラスアルファ
いりょう（医療） medical 1課　キーワード
イルカ dolphin 10課　学習項目の練習
いろもの（色物） colored items 1課　学習項目の練習
いんかん（印鑑） seal 1課　学習項目
いんしゅ（飲酒） drinking 5課　学習項目
いんしょう（印象） impression 1課　本文
いんしょくてん（飲食店） restaurant 1課　学習項目の練習
インターネット Internet 1課　学習項目の練習
インターネット・カフェ Internet café 1課　学習項目の練習
いんりょう（飲料） beverage 7課　聴解2
ウインドサーフィン wind surfing 5課　学習項目の練習
うえる（植える） plant 9課　扉のページ
うけいれる（受け入れる） accept 9課　本文
うけつぐ（受け継ぐ） inherit 8課　学習項目の練習
うけとり（受け取り） acceptance 6課　学習項目の練習
うけとりにん（受取人） recipient 6課　学習項目の練習
うける（受ける）[処置を～] receive [treatment] 10課　学習項目の練習
うさぎ rabbit 8課　学習項目
うす mortar 9課　扉のページ
うず[話題の～]　＊話題のうず ＊hot topic 8課　関連読み物
うすぐらい（薄暗い） gloomy 1課　本文
うそ lie 1課　プラスアルファ
うたがう（疑う）[耳を～] not believe [one's ears] 8課　関連読み物
うち[この～] in [this] 7課　学習項目の練習
うちきる（打ち切る） break off 7課　学習項目
うっとりする be enchanted 9課　プラスアルファ
うで（腕） arm 5課　聴解2
うでぐみ（腕組み） folding one's arms 2課　関連読み物
うなずき nod 2課　関連読み物
うまれながらに（生まれながらに） from birth 10課　関連読み物
うらサイト（裏サイト） underground website 3課　学習項目の練習
うらやましい envious 2課　学習項目の練習
うりあげ（売り上げ） sales 1課　学習項目の練習
うりあげだか（売り上げ高） amount of sales 10課　学習項目の練習
うりかい（売り買い） buying and selling 2課　学習項目の練習
うるうるする be teary-eyed 9課　プラスアルファ
うれゆき（売れ行き） sales 7課　学習項目
うろうろする saunter 9課　プラスアルファ
うわまわる（上回る） outstrip 10課　学習項目の練習
うんどうかい（運動会） sports day 5課　学習項目の練習
うんどうじょう（運動場） athletic field 4課　関連読み物
エアコン air conditioner 1課　学習項目の練習
えいぎょう（営業） business 7課　学習項目の練習
えいきょうする（影響する） influence 1課　学習項目
えいぞう（映像） image 9課　学習項目の練習
えいり（営利） money making 5課　学習項目
エープリル・フール April Fool's Day 2課　キーワード
えがお（笑顔） smile 1課　ことばを確かめよう
えがく（描く） draw 1課　聴解2
えきたい（液体） fluid 8課　本文
エコー echo 10課　学習項目の練習
エコロジー ecology 4課　学習項目の練習
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えさ food 10課　聴解2
えづけ feeding 10課　学習項目の練習
エッセイ essay 9課　作文
えど（江戸） Edo 9課　学習項目の練習
えどじだい（江戸時代） Edo Period 3課　学習項目の練習
エネルギー energy 7課　ことばを確かめよう
エネルギーかいはつ（エネルギー開発） energy development 8課　学習項目の練習
えほん（絵本） picture book 9課　作文
える（得る） obtain 1課　学習項目の練習
エレガント elegant 1課　扉のページ
エロティック erotic 9課　本文
えん（円） circle 4課　学習項目の練習
えんがんぶ（沿岸部） coastal area 10課　学習項目の練習
えんしゅうりつ（円周率） pi 4課　関連読み物
エンジン engine 7課　学習項目の練習
えんすい（円すい） cone 4課　プラスアルファ
えんすい（塩水） salt water 7課　関連読み物
えんちゅう（円柱） cylinder 4課　プラスアルファ
えんぶん（塩分） salt 7課　関連読み物
おい nephew 5課　学習項目
おう（追う）[年を～] follow/pass [the year] 8課　学習項目の練習
おうえんする（応援する） cheer 5課　学習項目の練習
おうせい（旺盛）[ボランティア精神が～] [spirit of volunteerism] be strong 8課　作文
おうよう（応用） application 4課　関連読み物
おおいに（大いに） greatly 4課　本文
おおう（覆う） cover 2課　キーワード
おおぐい（大食い） big eater 8課　学習項目の練習
オークション auction 6課　ことばを確かめよう
おおなわとび（大縄とび） big rope jumping 5課　作文
おおゆき（大雪） heavy snow 2課　作文
おおらか tolerant 2課　本文
おか（丘） hill 6課　学習項目
おかえし（お返し） (a thing) in return 6課　学習項目の練習

おかわりありませんか
 （お変わりありませんか）

How have you been? 9課　学習項目

おきかえる（置き換える） replace 4課　関連読み物
おきゃくさま（お客様） customer 1課　学習項目の練習
おきる（起きる）[問題が～] [problem] occur 10課　学習項目の練習
おくがい（屋外） outdoors 7課　学習項目の練習
おくする be afraid 1課　関連読み物
おくない（屋内） indoors 7課　学習項目の練習
おくる（贈る） give 2課　学習項目の練習
おくる（送る）[生活を～] lead [a life] 3課　本文
おことわり（お断り） refusal, no - 1課　扉のページ
おこる（怒る） get angry 1課　プラスアルファ
おこる（起こる）[問題が～] [problem] occur 8課　学習項目
おさえる（抑える） control 1課　学習項目の練習
おさつ（お札） bill, note 6課　キーワード
おさない（幼い） very young 9課　学習項目
おしゃれ stylish 7課　学習項目の練習
オス male 10課　聴解2
おせん（汚染） pollution 7課　扉のページ
おそれ（恐れ） fear 10課　学習項目の練習
おそろしい（恐ろしい） terrible 9課　扉のページ
オゾンそう（オゾン層） ozone layer 7課　学習項目
オタク nerd 9課　本文
おだやか（穏やか） gentle 1課　ことばを確かめよう
おちこむ（落ち込む） feel down 2課　学習項目の練習
おちつく（落ち着く）[～色] calm [color] 1課　本文
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おちつく（落ち着く）[体が～] [body] relax 2課　関連読み物
おちつく（落ち着く）[心が～] [mind be] calm 3課　聴解2
おちる（落ちる）[恋に～] fall [in love] 2課　学習項目
おどおどする be frightened 9課　プラスアルファ
おとしだま（お年玉） New Year's gift money 6課　プラスアルファ
おとずれる（訪れる） visit 2課　学習項目の練習
おどろく（驚く） be surprised 1課　プラスアルファ
おに（鬼） ogre 9課　学習項目の練習
おの（斧） ax 8課　関連読み物
おび（帯） band 1課　作文
おびグラフ（帯グラフ） bar chart 4課　関連読み物
おぼえる（覚える)[不安を～] feel [anxious] 1課　本文
おもいうかぶ（思い浮かぶ） come to mind 1課　学習項目の練習
おもいつく（思いつく） come up with 10課　学習項目
おもな（主な） main 6課　作文
おもに（主に） mainly 10課　学習項目の練習
おもわぬ（思わぬ）[～人] unexpected [person] 8課　関連読み物
おもんじる（重んじる） value 3課　ことばを確かめよう
おや（親） parent 2課　学習項目の練習
おやこ（親子） parent and child 10課　本文
および（及び） and 7課　関連読み物
オリンピック Olympics 5課　学習項目の練習
おろす（下ろす）[腕を～] lower [one's arms] 5課　聴解2
おろす（下ろす）[お金を～] withdraw [money] 6課　プラスアルファ
おわらいタレント（お笑いタレント） comedian 9課　学習項目の練習
おんこう（温厚） good-natured 8課　作文
おんし（恩師） one's old teacher 6課　学習項目の練習
おんせい（音声） sound 10課　キーワード
おんだん（温暖） warm 3課　学習項目の練習
か（化）[温暖～] [warm]ing, becoming [warm] 3課　学習項目の練習
か（課）[市民～] [citizens'] section 1課　学習項目の練習
か（科）[つる～] [vine] family 1課　学習項目の練習
カーテン curtain 1課　学習項目の練習
カーネーション carnation 2課　学習項目の練習
かいがい（海外） overseas 2課　本文
かいきょう（海峡） strait 8課　本文のキーワード
かいけつ（解決する） solve 2課　学習項目の練習
かいさい（開催） holding 8課　学習項目
かいしゅうシステム（回収システム） recovery system 1課　学習項目の練習
かいしょう（解消）[ストレス～] [stress] reduction 5課　学習項目の練習
かいすい（海水） sea water 7課　扉のページ
かいせい（改正） revision 1課　ことばを確かめよう
かいせつする（開設する） establish 9課　学習項目の練習
かいぜん（改善） improvement 5課　関連読み物
かいていする（改訂する） revise 6課　学習項目の練習
かいてん（開店） opening of a store 1課　学習項目
かいとう（回答） answer 2課　本文
かいどくする（解読する） decipher 8課　聴解2
ガイドブック guidebook 9課　本文
かいはつする（開発する） develop 1課　学習項目
かいふく（快復） recovery 1課　キーワード
がいへき（外壁） outer wall 1課　学習項目の練習
かいよう（海洋） ocean 7課　関連読み物
かう（飼う） keep 10課　学習項目の練習
かえる frog 10課　プラスアルファ
かおいろ（顔色） complexion 10課　学習項目の練習
かかく（価格） price 2課　聴解2
かかと heel 5課　プラスアルファ
かがやかしい（輝かしい） glorious 3課　学習項目
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かかる[灰が殿様に～] [ash] falls/blows [on the lord] 9課　扉のページ
かかる[迷惑が～] be [annoying] 1課　学習項目の練習
かきこみ（書き込み） put down 3課　学習項目の練習
かぎる（限る） limit 7課　関連読み物
かく（欠く） lack 7課　本文
かく（各）[～機能] each [function] 5課　本文
かくしごと（隠し事） secret 2課　関連読み物
かくじつに（確実に） certainly 9課　関連読み物
がくしゅう（学習） study 5課　本文
かくす（隠す） hide 2課　学習項目の練習
がくせいじだい（学生時代） school days 3課　関連読み物
かくだいする（拡大する） expand 3課　ことばを確かめよう
かくち（各地） everywhere 8課　本文
かくとくする（獲得する） acquire 9課　関連読み物
かくにんする（確認する） confirm 3課　学習項目の練習
がくひ（学費） educational expenses 6課　プラスアルファ
がくぶ（学部） department 9課　聴解2
がくもん（学問） study 9課　作文
がくれき（学歴） academic background 4課　作文
かくれんぼ hide-and-seek 5課　扉のページ
かけっこ foot race 5課　学習項目の練習
かける（掛ける（×）） multiply 4課　扉のページ
かける（欠ける） lack 4課　キーワード
かける[94日～] take [94 days] 8課　学習項目の練習
かける[エンジンを～] start [an engine] 7課　学習項目の練習
かける[カバーを～] put [a cover] 7課　プラスアルファ
かさねる（重ねる）[研究を～] do further [research] 4課　学習項目の練習
かさねる（重ねる）[年齢を～] get [older] 9課　本文
かさんする（加算する） add 6課　プラスアルファ
かしつ（過失） mistake 4課　学習項目の練習
がしゅう（画集） art book 9課　作文
かじょう（過剰） excess 7課　プラスアルファ
かじょうがき（箇条書き） itemization 7課　作文
かせん（河川） river 7課　本文
かそ（過疎） depopulation 10課　学習項目
かたい（堅い） hard 2課　キーワード
かだい（課題） subject 4課　学習項目の練習
がたい[納得し～] [hard to] understand 10課　関連読み物
かたち（形） shape 1課　作文
かたむける（傾ける）[耳を～] listen, bend [someone's ear] 4課　学習項目の練習
かたよる（偏る） be disproportionate 7課　関連読み物
かたりかける（語りかける） address 7課　作文
かたる（語る） talk 7課　学習項目
かち（価値） value 3課　関連読み物
がっきょく（楽曲） music 2課　学習項目の練習
かっこく（各国） each country 5課　学習項目の練習
かつじ（活字） printed word 9課　学習項目の練習
かつじばなれ（活字離れ） decreasing number of book readers 9課　学習項目の練習
かっすい（渇水） drought 7課　キーワード
かつどう（活動）[就職～]　＊就職活動 ＊job hunting 1課　関連読み物
かつどうてき（活動的） active 8課　作文
かっとする lose one's temper 9課　プラスアルファ
かっぱ kappa, a river sprite 10課　プラスアルファ
かつやくする（活躍する） be active 2課　学習項目の練習
かつよう（活用） utilization 4課　関連読み物
かつろ（活路） survival 6課　本文
かてい（過程） process 10課　キーワード
かど（角） corner 4課　学習項目の練習
かなしむ（悲しむ） feel sad 9課　扉のページ
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カナリア canary 10課　本文
かねつする（過熱する） be ever increasing 10課　学習項目の練習
かねない[もたらし～] may [cause] 5課　学習項目
かのう（可能） possible 3課　学習項目の練習
かのうせい（可能性） possibility 10課　学習項目の練習
カバー cover 7課　プラスアルファ
がばっと all of a sudden 9課　プラスアルファ
かはんしん（下半身） lower half of the body 5課　関連読み物
かはんすう（過半数） more than half 3課　関連読み物
かぶ（株） stock 6課　学習項目の練習
カフェイン caffeine 7課　学習項目の練習
かぶか（株価） stock price 6課　学習項目
かへい（貨幣） money 6課　関連読み物
がまんする（我慢する） bear 4課　学習項目の練習
がみがみ nagging 9課　プラスアルファ
かみする（加味する） add 4課　関連読み物
がめん（画面） screen 10課　関連読み物
がやがやする be noisy 9課　プラスアルファ
から（殻） shell 2課　キーワード
がら（柄） pattern 3課　プラスアルファ
カラーエプロン colored apron 1課　本文
カラオケ karaoke 3課　学習項目の練習
カラフル colorful 7課　学習項目の練習
かりに（仮に） even if 6課　学習項目
カルチャー culture 9課　本文
かれる（枯れる） wither 9課　扉のページ
かわいがる adore 9課　扉のページ
かわいそう poor you/thing 9課　学習項目の練習
かわす（交わす） exchange 3課　学習項目
かわら tile 9課　学習項目の練習
かわる（代わる） replace 6課　本文
がん cancer 1課　学習項目の練習
がん（眼） eye 10課　関連読み物
かん（官）[面接～]  [interview]-er 1課　関連読み物
かんかく（感覚） sense 1課　学習項目の練習
かんきょう（環境） environment 1課　本文
かんげい（歓迎） welcome 2課　扉のページ
かんこうきゃく（観光客） tourist 2課　学習項目の練習
かんこんそうさい（冠婚葬祭） ceremonial occasion 3課　キーワード
かんさつ（観察） observation 4課　学習項目の練習
かんじ（感じ） feeling 1課　本文
かんしき（鑑識） identification 8課　関連読み物
かんしゃ（感謝） appreciation 2課　学習項目の練習
かんじゃ（患者） patient 1課　キーワード
かんしゅう（慣習） custom 1課　関連読み物
かんじゅせい（感受性） sensitivity 8課　作文
かんしょう（鑑賞） viewing 8課　プラスアルファ
かんじょう（感情） emotion 5課　本文
かんしょく（寒色） cold color 1課　学習項目の練習
かんじる（感じる） feel 1課　学習項目の練習
かんしん（関心） interest 5課　学習項目
かんしんど（関心度） degree of interest 5課　学習項目の練習
かんせい（感性） sensitivity 5課　本文
かんせいする（完成する） complete 1課　学習項目の練習
かんぜんに（完全に） completely 1課　関連読み物
かんそう（感想） view 9課　本文
かんてい（鑑定） estimation 8課　関連読み物
カンニング cheating 2課　学習項目
かんばん（看板） signboard 6課　関連読み物
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かんぽうやく（漢方薬） herbal medicine 5課　関連読み物
かんよする（関与する） participate 6課　ことばを確かめよう
かんりする（管理する） manage 3課　本文
かんれん（関連） connection 6課　学習項目の練習
ぎいん（議員） member of a national assembly 3課　学習項目の練習
きおく（記憶） memory 3課　関連読み物
きおん（気温） temperature 8課　学習項目
きがるに（気軽に） freely, casually 9課　学習項目
きき（機器） equipment 1課　キーワード
きぎょう（企業） company 1課　関連読み物
ききわける（聞き分ける） recognize by sound 10課　聴解2
きけん（危険） danger 1課　学習項目の練習
きげんぜん（紀元前） B.C. 8課　関連読み物
きざむ（刻む） engrave 3課　学習項目の練習
きじ（記事） article 2課　作文
きず（傷） damage 6課　本文
きずな ties 10課　聴解2
きせつ（季節） season 3課　学習項目
きそ（基礎） basis 3課　学習項目の練習
ぎぞう（偽造） forgery 6課　作文
ぎたいご（擬態語） mimetic word 9課　プラスアルファ
きたえる（鍛える） train 5課　関連読み物
きちょう（基調） basic tone 1課　本文
きちょう（貴重） valuable 1課　学習項目の練習
きちんと accurately 4課　学習項目の練習
きちんとする straighten up 4課　学習項目の練習
きつえん（喫煙） smoking 1課　学習項目の練習
きっかけ catalyst 1課　学習項目の練習
ギネスブック Guinness Book of Records 2課　学習項目の練習
きのう（機能） function 9課　学習項目の練習
きはく（希薄） sparsity 5課　キーワード
きびしい（厳しい）[寒さが～] [the cold is] severe 2課　学習項目
きぶん（気分） mood 5課　学習項目の練習
きぼう（希望） request 3課　学習項目
きぼうしゃ（希望者）[転職～] [change-of-job] applicant 3課　学習項目の練習
きほん（基本） standard 1課　関連読み物
きほんてき（基本的） basic 4課　学習項目の練習
ぎみ（気味）[凝り～] [stiff] feeling 5課　関連読み物
ぎむ（義務） duty 2課　学習項目
ぎむづける（義務付ける） make compulsory 3課　本文
ぎもん（疑問） doubt 9課　本文
ぎゃくに（逆に） conversely 1課　本文
きゃっかんてき（客観的） objective 4課　キーワード
キャッシュカード cash card 6課　プラスアルファ
キャッチする catch 10課　学習項目の練習
キャリーバッグ rolling suitcase 1課　学習項目の練習
キャンペーン campaign 8課　学習項目の練習
きゅう（球） sphere 4課　プラスアルファ
きゅうあい（求愛） courtship 10課　キーワード
きゅうえん（救援） relief 9課　学習項目の練習
きゅうか（休暇） vacation 7課　学習項目
きゅうかく（嗅覚） sense of smell 10課　学習項目の練習
きゅうしゅうする（吸収する） absorb 7課　関連読み物
きゅうじょ（救助）[遭難～] [distress] relief, rescue 1課　学習項目の練習
きゅうしょくする（休職する） take a break from work 10課　学習項目
きゅうりょう（給料） salary 4課　学習項目
きょういく（教育） education 3課　学習項目
きょういん（教員） teacher 4課　学習項目の練習
きょうか（強化） strengthening 6課　キーワード
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きょうか（教科） subject 4課　関連読み物
ぎょうかい（業界） industry 4課　学習項目の練習
きょうかしょ（教科書） textbook 9課　本文
きょうき（凶器） weapon 5課　ことばを確かめよう
きょうぎ（競技） competition 5課　学習項目の練習
きょうきゅうげん（供給源） supply source 7課　関連読み物
きょうし（教師） teacher 4課　学習項目の練習
ぎょうじ（行事） event 8課　学習項目
きょうじゅする（教授する） teach 5課　関連読み物
ぎょうせき（業績） achievement 10課　学習項目
きょうそう（競争） competition 4課　学習項目の練習
きょうちょうする（強調する） emphasize 10課　関連読み物
きょうつう（共通） common 9課　関連読み物
きょうつうてん（共通点） common point 5課　本文
きょうよう（教養） education 6課　学習項目の練習
きょうりょくする（協力する） work with 8課　学習項目の練習
きょくせん（曲線） curved line 4課　プラスアルファ
きよめる（清める） purify 6課　関連読み物
きりかわる（切り替わる） switch 6課　本文
きろく（記録） record 2課　学習項目の練習
きろくてき（記録的） record-breaking 1課　学習項目
ぎろん（議論） argument 3課　学習項目
きわだつ（際立つ） stand out 1課　本文
きんうん（金運） economic fortune, luck with money 6課　関連読み物
きんえん（禁煙） quitting smoking 1課　学習項目の練習
きんきゅう（緊急） emergency 10課　学習項目の練習
きんぎん（金銀） gold and silver 6課　プラスアルファ
きんじえない（禁じ得ない）[怒りを～] can't prevent [anger] 8課　学習項目
きんしする（禁止する） prohibit 5課　学習項目
きんちょう（緊張） tension 1課　プラスアルファ
きんにく（筋肉） muscle 5課　関連読み物
きんねん（近年） recent years 8課　学習項目の練習
きんむち（勤務地） work location 3課　学習項目の練習
クイズ quiz 7課　扉のページ
くうかん（空間） space 1課　本文
ぐうぜん（偶然） accidentally 9課　学習項目の練習
くず waste 6課　本文
くずれる（崩れる） collapse 10課　学習項目の練習
ぐたい（具体） concrete 1課　学習項目
ぐたいてき（具体的） concrete 7課　ことばを確かめよう
くたびれる be worn out 6課　本文
くだらない worthless 9課　ことばを確かめよう
くちコミ（口コミ） word-of-mouth communication 8課　ことばを確かめよう
くちょう（口調） tone 9課　学習項目
ぐちる complain 9課　学習項目の練習
グッズ goods 7課　学習項目の練習
くになる（苦になる） be bothered 6課　学習項目の練習
くふう（工夫） device 4課　学習項目
くみあわせ（組み合わせ） combination 1課　関連読み物
くみかえる（組み替える） cross the other leg 2課　関連読み物
くらし（暮らし） life 5課　学習項目の練習
グラス glass 2課　扉のページ
くらす（暮らす） live 7課　学習項目の練習
クラブ[サッカー～] [soccer] club 2課　本文
クリーム cream 1課　本文
くりかえす（繰り返す） occur again 6課　プラスアルファ
クリップ clip 2課　学習項目の練習
グループ[ボランティア～] [volunteer] group 1課　学習項目
グレー grey 1課　関連読み物
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クレジットカード credit card 6課　プラスアルファ
くろう（苦労） trouble 4課　学習項目
くわえる（加える） add 6課　学習項目の練習
けい（計） total 5課　関連読み物
けい（系）[暖色～]　＊暖色系 category　＊warm color 1課　学習項目の練習
けいえいがわ（経営側） employer side 1課　関連読み物
けいかいしん（警戒心） wariness 10課　学習項目の練習
けいかく（計画）[都市～] [city] planning 1課　学習項目
けいき（景気） business climate 1課　学習項目
けいけん（経験） experience 3課　学習項目
けいげんする（軽減する） reduce 1課　本文
けいこう（傾向） tendency 5課　本文
けいこく（警告） warning 6課　関連読み物
けいざいせい（経済性） economic efficency 3課　本文
けいざいてき（経済的） economic 3課　扉のページ
けいさん（計算） calculation 4課　キーワード
けいさんしき（計算式） formula 4課　扉のページ
けいしき（形式） form 7課　作文
けいしちょう（警視庁） Metropolitan Police Department 1課　学習項目の練習
けいじばん（掲示板） bulletin board 3課　学習項目の練習
げいじゅつか（芸術家） artist 9課　本文
けいぞく（継続） continuation 5課　関連読み物
けいたい（形態） configuration 9課　関連読み物
けいたい（携帯）[～電話] portable, mobile [phone] 1課　学習項目
けいやくしょ（契約書） contract 4課　学習項目
けいやくする（契約する） contract 6課　本文
けいようする（掲揚する） hoist 1課　作文
けいりょうか（軽量化） reduction in the weight 10課　学習項目の練習
ケータイ mobile phone 9課　学習項目の練習
ゲーム game 2課　学習項目の練習
ゲームずき（ゲーム好き） game enthusiast 3課　学習項目
ゲームセンター game center 3課　学習項目
ゲームソフト game software 10課　学習項目の練習
けがれ stain 6課　関連読み物
けがわ（毛皮） pelt 8課　関連読み物
げきから（激辛） extremely hot (spicy) 6課　学習項目
げきじょう（劇場） theater 9課　関連読み物
けしさる（消し去る） erase 2課　本文
げすい（下水） sewerage 7課　本文
げすいどう（下水道） sewer, sewage system 7課　キーワード
けち stingy 8課　作文
けつえき（血液） blood 8課　扉のページ
けつえきがた（血液型） blood type 8課　扉のページ
けつえん（血縁） blood relative 8課　本文のキーワード
けつえんかんけい（血縁関係） blood relationship 8課　本文
けつえんかんてい（血縁鑑定） blood relative test 8課　学習項目の練習
けっか（結果） result 1課　学習項目の練習
けっかてき（結果的） accordingly 1課　関連読み物
けっせいする（結成する） form 2課　学習項目の練習
けっちゅう（血中） blood 5課　関連読み物
けっていする（決定する） decide 4課　学習項目の練習
けっぺきしょう（潔癖症） obsession with cleanliness 7課　プラスアルファ
けつろん（結論） conclusion 3課　作文
ゲノム genome 8課　聴解2
ける[ボールを～] kick [a ball] 5課　扉のページ
けん（件） case 3課　学習項目の練習
げんきん（現金） cash 6課　扉のぺージ
けんこう（健康） health 1課　学習項目の練習
げんこう（原稿） manuscript 7課　作文
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げんこう（減光） dimming 7課　学習項目の練習
けんこうてき（健康的） healthy 5課　学習項目の練習
げんざい（現在） now 1課　学習項目の練習
げんさく（原作） original 9課　学習項目の練習
けんさくエンジン（検索エンジン） search engine 6課　学習項目の練習
けんさくする（検索する） search 3課　学習項目の練習
げんじつ（現実） reality 2課　キーワード
けんしゅつ（検出） detection 8課　学習項目の練習
けんしょう（検証） verification 4課　キーワード
げんしょう（現象） phenomenon 5課　キーワード
げんじょう（現状） current status 7課　内容を確かめよう
げんしょうする（減少する） decrease 1課　学習項目
けんせつ（建設） construction 3課　学習項目の練習
げんせんする（厳選する） carefully select 7課　学習項目の練習
げんだい（現代） present day 5課　キーワード
けんだま（剣玉） cup and ball 10課　学習項目の練習
けんちくぶつ（建築物） building 3課　学習項目の練習
けんとう（見当） guess 6課　学習項目の練習
げんどう（言動） language and behavior 2課　関連読み物
けんとうする（検討する） consider 6課　学習項目の練習
げんどうりょく（原動力） motive power 4課　学習項目の練習
げんば（現場） site 1課　本文
こい（恋） love 2課　学習項目
こいぬ（子犬） puppy 9課　扉のページ
コイン coin 6課　作文
～こう（～校） ～school 9課　聴解2
こうい（好意） affection 2課　学習項目の練習
こうい（行為） act 5課　学習項目
こうか（効果） effect 1課　学習項目の練習
ごうか（豪華） luxurious 9課　学習項目の練習
こうかい（航海） voyage 8課　学習項目の練習
ごうかく（合格） pass 2課　学習項目
こうかてき（効果的） effective 3課　本文
こうかん（交換） exchange 4課　学習項目の練習
こうき（後期） latter period, second half 7課　学習項目の練習
こうき（高貴） nobel 1課　学習項目の練習
こうきゅうひん（高級品） high quality article 9課　学習項目の練習
こうきょう（公共） public 7課　本文
こうぎょう（興行） performance 3課　学習項目の練習
こうげん（高原） plateau 8課　プラスアルファ
こうけんする（貢献する） contribute 3課　学習項目の練習
こうこく（広告） advertisement 7課　学習項目の練習
こうざい（功罪） merits and demerits 6課　扉のぺージ
こうさする（交差する） cross 5課　聴解2
こうした such 10課　関連読み物
こうしんする（交信する） communicate 10課　学習項目の練習
こうそく（校則） school rules 7課　学習項目
こうちょくする（硬直する） be frozen 8課　関連読み物
こうつごう（好都合） fortunate 7課　関連読み物
こうていてき（肯定的） affirmatory 2課　内容を確かめよう
こうていペンギン（皇帝ペンギン） emperor penguin 10課　聴解2
こうどう（行動） action 2課　関連読み物
こうとうがっこう（高等学校） senior high school 3課　本文
こうにゅう（購入） purchase 2課　扉のページ
こうはく（紅白） red and white 6課　プラスアルファ
こうはん（後半） latter half 8課　学習項目の練習
こうほ（候補） candidate 5課　学習項目の練習
こうもく（項目） item 2課　関連読み物
こうよう（効用） use 2課　キーワード
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こうりつ（公立） public 3課　本文
こうれいしゃ（高齢者） the elderly 1課　学習項目
こえる（超える） surpass 9課　聴解2
コーナー corner 9課　本文
ごかい（誤解） misunderstanding 10課　関連読み物
ごがく（語学） linguistics 9課　作文
ごかん（五感） five senses 10課　学習項目の練習
こきょう（故郷） home 6課　学習項目の練習
ごく very 7課　関連読み物
こくご（国語） national language 4課　関連読み物
ごくごく gulping 9課　プラスアルファ
こくさいてき（国際的） international 9課　関連読み物
こくせき（国籍） nationality 7課　学習項目の練習
こくど（国土） country 1課　作文
こくない（国内） within the country 2課　作文
こくみん（国民） people 6課　学習項目の練習
こくめい（国名） name of country 1課　聴解2
こしょう（湖沼） lakes and marshes 7課　関連読み物
こじん（個人） individual 8課　学習項目の練習
こせい（個性） individuality 1課　関連読み物
こそだて（子育て） child care 1課　学習項目
ごたい（五体） whole body 8課　関連読み物
ごちゃごちゃする be a mess 4課　学習項目の練習
こっかい（国会） Diet, national assembly 3課　学習項目の練習
こっかいぎじどう（国会議事堂） Diet Building, Houses of Parliament 6課　学習項目
こっき（国旗） national flag 1課　作文
ごつごつする be jagged 4課　学習項目の練習
こっとうひん（骨董品） antique 7課　学習項目
こてん（古典） classic 9課　学習項目の練習
ごと[パターン～] each, every [pattern] 4課　本文
ことなる（異なる） differ 4課　キーワード
ことばづかい（ことば遣い） way of speaking 5課　学習項目
ことわざ proverb 2課　プラスアルファ
このましい（好ましい） preferable 2課　本文
このむ（好む） like 2課　内容を確かめよう
このように in this was 5課　関連読み物
こばむ（拒む） refuse 9課　キーワード
こばん（小判） oval gold coin used in Edo Period 10課　プラスアルファ
～コマ ～ frame 9課　本文
こまめに diligently 7課　学習項目の練習
コミック comic 9課　本文
コミュニケーション communication 10課　本文
こめる（込める）[親愛の情を～] include [deep affection] 10課　関連読み物
コメント comment 2課　内容を確かめよう
こよう（雇用） employment 1課　関連読み物
こよみ（暦） calendar 4課　学習項目
ごらく（娯楽） entertainment 6課　学習項目の練習
こる（凝る）[肩が～] [neck] become stiff 5課　関連読み物
ゴルフ golf 9課　本文
コレステロール cholesterol 5課　関連読み物
ころす（殺す） kill 9課　扉のページ
ころぶ（転ぶ） fall over 2課　学習項目の練習
こわす（壊す）[体を～] harm [one's health] 6課　学習項目
こわばる be tense 2課　本文
こん（紺） navy blue 1課　関連読み物
こんかい（今回） this time 4課　学習項目の練習
こんき（根気） patience 8課　作文
こんご（今後） from now on 1課　内容を確かめよう
コンサート concert 8課　学習項目
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こんねんど（今年度） this fiscal year 8課　ことばを確かめよう
コンパニオン・アニマル companion animal 10課　学習項目の練習
コンビニ convenience store 3課　学習項目の練習
コンピューターゲーム computer games 5課　扉のページ
こんめいする（混迷する） get confused 6課　学習項目の練習
さ（差） difference 3課　本文
サーフィン surfing 5課　学習項目の練習
さい（再）[～開発] re- [development] 1課　学習項目の練習
さい（再）[～利用] re- [use] 7課　本文
さいがい（災害） disaster 5課　学習項目の練習
ざいがく（在学） attending school 3課　本文
さいこう（最高） the best 2課　学習項目の練習
ざいさん（財産） asset 1課　関連読み物
さいしん（最新） latest 1課　本文
サイズ size 9課　本文
さいせいする（再生する） regenerate 7課　関連読み物
さいせん（賽銭） money offering 6課　関連読み物
さいだい（最大） biggest 2課　聴解2
さいだん（裁断） cutting 6課　キーワード
さいてい（最低） the worst 2課　学習項目の練習
サイト site 1課　学習項目の練習
ざいにち（在日） residing in Japan 9課　本文
さいのう（才能） ability 2課　学習項目
さいばいする（栽培する） cultivate 8課　プラスアルファ
さいばんいん（裁判員） judge 9課　ことばを確かめよう
さいよう（採用） adoption 1課　本文
ざいりょう（材料） ingredient 9課　学習項目の練習
さえぎる（遮る）[視界を～] block [the view] 10課　本文
さえずる chirp 10課　本文
さかんに（盛んに） frequently 4課　関連読み物
さき（先）[足の～] tip [of the foot] 5課　関連読み物
さくしゃ（作者） author 4課　関連読み物
さくせいする（作成する） write 9課　学習項目の練習
さくひん（作品） the work 9課　学習項目の練習
さぐる（探る） investigate 6課　本文
さしえ（挿絵） illustration 9課　学習項目の練習
さす（指す） indicate 1課　内容を確かめよう
ざだんかい（座談会） round-table talk 9課　本文
さつえい（撮影） filming 9課　学習項目の練習
さっか（作家） writer 1課　学習項目
サッカー soccer 2課　本文
さっこん（昨今） nowadays 10課　学習項目の練習
さっしん（刷新） renovation 6課　キーワード
さつじん（殺人） murder 9課　学習項目の練習
さっそく（早速） straightaway 6課　プラスアルファ
ざつだんする（雑談する） chat 2課　関連読み物
さっぱり completely 6課　学習項目の練習
さばく（砂漠） desert 8課　学習項目の練習
サプリメント supplement 10課　学習項目の練習
さべつする（差別する） discriminate 3課　学習項目の練習
サポート support 1課　学習項目
さまざま various 2課　学習項目の練習
さまたげる（妨げる） disturb 9課　本文
さらなる further 1課　本文
さらに more 3課　関連読み物
さる（猿） monkey 10課　プラスアルファ
さる（去る） go away 10課　学習項目の練習
さんかくけい（三角形） triangle 4課　聴解2
さんかしゃ（参加者） participant 4課　学習項目の練習
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さんかする（参加する） participate 2課　学習項目の練習
さんぎょう（産業） industry 9課　関連読み物
サングラス sunglasses 1課　本文
さんこうしょ（参考書） reference book 9課　作文
さんじ（惨事） disaster 10課　学習項目の練習
さんすう（算数） arithmatic 4課　扉のページ
さんせい（賛成） agreeing 3課　本文
ざんぞう（残像） after-image 1課　キーワード
さんち（産地） area of production 9課　学習項目の練習
さんぴ（賛否） pros and cons 3課　キーワード

さんもん（三文）　＊早起きは三文の得
文：the smallest monetary unit in Edo era.

＊The early bird catches the worm.
6課　学習項目の練習

し（師） teacher 9課　学習項目
し（氏）[佐藤～] Mr./Ms. [Sato] 9課　学習項目
しいく（飼育） keeping (animals) 10課　学習項目の練習
しいる（強いる） force 3課　本文
ジーンズ jeans 3課　学習項目の練習
しーんとする get all quiet 9課　プラスアルファ
しえん（支援）[子育て～] [child care] support 1課　学習項目
しかい（司会） chairperson 9課　本文
しかい（視界） view 10課　本文
しかく（視覚） sense of sight 10課　学習項目の練習
じかく（自覚） awareness 3課　本文
しかくけい（四角形） square 4課　聴解2
じかせい（自家製） homemade 5課　学習項目
じき（時期） time 1課　関連読み物
しきさい（色彩） color 1課　キーワード
しきる（仕切る） separate 9課　関連読み物
しくちょうそん（市区町村） municipality 1課　学習項目の練習
しくみ（仕組み） structure 7課　プラスアルファ
しげん（資源） resource 7課　作文
じけん（事件） incident 3課　学習項目の練習
しご（死後） after death 3課　学習項目の練習
しこう（思考） thought 9課　本文
じこく（時刻） time of day 3課　学習項目の練習
じこく（自国） home country 6課　作文
じこしょうかい（自己紹介） self-introduction 3課　学習項目の練習
じさつ（自殺） suicide 8課　関連読み物
じさんする（持参する） bring, take 1課　学習項目の練習
しじする（支持する） support 3課　学習項目の練習
ししつ（資質） qualities 4課　学習項目の練習
じじつ（事実） fact 7課　学習項目の練習
ししゃ（死者） dead person 8課　関連読み物
じしゃ（自社） one's own company 7課　学習項目
じしゅせい（自主性） autonomy 3課　本文
ししゅつ（支出） spending 6課　学習項目の練習
しじょう（市場） market 1課　学習項目の練習
じしん（自身） one's self 2課　学習項目の練習
しずめる（沈める） immerse 7課　本文
しせい（姿勢） attitude 1課　関連読み物
しせつ（施設）[レジャー～] [leisure] facility 10課　学習項目の練習
しぜん（自然） nature 3課　学習項目の練習
じぜんに（事前に） beforehand 7課　学習項目の練習
したい（死体） corpse 8課　関連読み物
じたい（事態） situation 4課　学習項目の練習
じたい（自体） itself 9課　本文
じだい（時代） period 1課　関連読み物
したがって therefore 3課　作文
したく（支度） preparation 2課　学習項目の練習
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したしい（親しい） close 2課　学習項目
したしみ（親しみ） warmth 1課　本文
したしむ（親しむ） be familiar 4課　学習項目の練習
しちゅう（市中） city 6課　本文
しつおん（室温） room temperature 1課　学習項目の練習
じっかん（実感） actual feeling 6課　扉のぺージ
しつぎおうとう（質疑応答） question and answer 7課　作文
じっくり thoroughly 10課　学習項目
じっけん（実験） experiment 1課　学習項目の練習
じつげんする（実現する） realise 3課　学習項目の練習
じっこうする（実行する） carry out 10課　学習項目
じっさい（実際） actual 1課　本文
じっさいに（実際に） actually 2課　聴解2
じつに（実に） really 9課　学習項目
しっぽ tail 10課　関連読み物
じつよう（実用） practical 9課　作文
しつれい（失礼） impolite 6課　関連読み物
しつれんする（失恋する） have a broken heart 7課　学習項目
してん（支店） branch office 6課　本文
してん（視点） point of view 4課　キーワード
しどういん（指導員） instructor 5課　関連読み物
しどうする（指導する） instruct 4課　学習項目の練習
じにんする（辞任する） resign 4課　学習項目の練習
しばる（縛る）[校則で～] restrict [by school regulations] 3課　本文
しばる（縛る）[ひもで～] tie [with string] 9課　学習項目の練習
しへい（紙幣） bill, note 6課　キーワード
しぼる（紋る） squeeze 8課　本文
じまんする（自慢する） boast 2課　学習項目の練習
しみん（市民） citizen 1課　学習項目の練習
しめす（示す） represent 1課　作文
しめる（占める） account for 3課　学習項目の練習
しもん（指紋） fingerprint 8課　学習項目の練習
しゃ（者）[喫煙～] -er [smoker] 1課　学習項目の練習
しゃいん（社員） employee 6課　学習項目
しゃかい（社会）[車～] [car] society 7課　学習項目の練習
しゃかいか（社会科） social studies 4課　関連読み物
じゃがいも potato 8課　プラスアルファ
じゃぐち（蛇口） faucet, tap 7課　キーワード
ジャケット jacket 3課　聴解2
しゃしんたて（写真立て） picture frame 6課　本文
しゃべる chat 7課　学習項目
ジャンル genre 9課　本文
しゅ（種） species 10課　本文
しゅう（集）[写真～] [photograph] book 9課　作文
しゅうい（周囲） surroundings 10課　学習項目の練習
しゅうかん（習慣） habit 5課　学習項目の練習
じゅうきょ（住居） residence 6課　学習項目の練習
じゅうしする（重視する） emphasize 7課　聴解2
じゅうじつする（充実する） fulfill 1課　本文
ジュウシマツ Lonchura striata, Bengalese finch 10課　本文
しゅうしょく（就職） find work 1課　関連読み物
しゅうしん（就寝） going to bed 7課　学習項目の練習
じゅうたいする（渋滞する） be congested 7課　学習項目の練習
しゅうだん（集団）[～活動] group [activity] 3課　本文
しゅうちゃくする（執着する） be attached to 6課　関連読み物
しゅうちゅうする（集中する） concentrate 3課　本文
じゅうでん（充電） charging 4課　学習項目の練習
しゅうとく（習得） acquisition 10課　キーワード
じゅうなん（柔軟） flexible 3課　キーワード
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しゅうにゅう（収入） income 6課　プラスアルファ
しゅうへん（周辺） around 2課　関連読み物
しゅうまつ（週末） weekend 6課　学習項目の練習
じゅうゆ（重油） heavy fuel oil 6課　キーワード
じゅうよう（重要） important 7課　ことばを確かめよう
じゅうようせい（重要性） importance 5課　内容を確かめよう
じゅうらい（従来） in the past 1課　本文
じゅく（塾） cram school 4課　学習項目の練習
じゅくちする（熟知する） know well 6課　学習項目の練習
じゅけん（受験） examination 4課　学習項目の練習
しゅじゅつぎ（手術着） surgical gown 1課　本文
しゅじゅつしつ（手術室） operating room 1課　本文
じゅしょうしき（受賞式） award ceremony 3課　学習項目
しゅだい（主題） subject 7課　作文
しゅだん（手段）[通信～] means [of coummunication] 5課　学習項目の練習
しゅちょうする（主張する） claim 10課　本文
じゅつ（術）[節約～] [saving] tip 6課　学習項目の練習
しゅつげん（出現） appearance 1課　本文
しゅっさん（出産） childbirth 6課　プラスアルファ
しゅっしん（出身） be from 8課　本文のキーワード
しゅっせき（出席） attendance 9課　本文
しゅっちょう（出張） business trip 9課　学習項目
しゅっぱんしゃ（出版社） publishing company 4課　学習項目の練習
しゅっぱんする（出版する） publish 3課　学習項目
しゅっぴん（出品） exhibit 6課　ことばを確かめよう
しゅとくする（取得する） get 7課　学習項目の練習
じゅにゅうき（授乳期） period of breast-feeding 7課　学習項目の練習
じゅみょう（寿命） lifespan 6課　キーワード
じゅもく（樹木） tree 10課　ことばを確かめよう
じゅようする（受容する） accept 9課　関連読み物
じゅりひょう（受理票） acceptance slip 6課　学習項目の練習
しゅるい（種類） type 10課　本文
じゅん（順） order 8課　本文
しゅんかん（瞬間） moment 3課　学習項目
じゅんかん（循環） circulation 7課　関連読み物
じゅんちょうに（順調に） steadily 10課　学習項目
じゅんばん（順番） order 7課　内容を確かめよう
しょ（書）[歴史～] [history] book 9課　作文
しょう（賞）[～をとる] win [a prize] 5課　学習項目の練習
じょう（情）[親愛の～] deep [affection] 10課　関連読み物
じょう（場）[練習～] [practice] ground 2課　本文
じょうい（上位） higher rank 5課　学習項目の練習
しょうエネ（省エネ） energy saving 1課　学習項目の練習
しょうがい（生涯） life 5課　学習項目
しょうきゃく（焼却） incineration 6課　キーワード
じょうきゃく（乗客） passenger 10課　学習項目の練習
じょうきょう（状況） condition 6課　学習項目の練習
しょうきょくてき（消極的） negative 5課　キーワード
しょうぐん（将軍） general 9課　学習項目の練習
じょうけん（条件） condition 4課　関連読み物
しょうこうぐん（症候群） syndrome 5課　関連読み物
じょうし（上司） boss 7課　学習項目の練習
しょうしか（少子化） declining birthrate 1課　学習項目
じょうしき（常識） common practice 9課　学習項目の練習
じょうしょう（上昇） rise 1課　学習項目の練習
しょうしんする（昇進する） promote 4課　学習項目
じょうすいき（浄水器） water purifier 7課　聴解2
しょうする（称する） name 6課　関連読み物
しようする（使用する） use 6課　プラスアルファ
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しょうせつ（小説） novel 9課　本文
しょうぞう（肖像） portrait 6課　作文
じょうたつする（上達する） make progress 10課　本文
じょうだん（冗談） joke 9課　学習項目

しょうちゅうこうせい（小中高生）
elementary, junior and senior high school

 students
3課　学習項目の練習

しょうちょうする（象徴する） symbolize 3課　関連読み物
じょうねつてき（情熱的） passionate 1課　扉のページ
しょうはい（勝敗） victory or defeat 5課　学習項目の練習
しょうばい（商売） business 5課　学習項目
じょうはつする（蒸発する） evaporate 7課　関連読み物
しょうひ（消費） consumption 7課　学習項目の練習
しょうひりょう（消費量） consumption 3課　ことばを確かめよう
しょうひん（商品） product 4課　学習項目の練習
じょうほう（情報） information 1課　学習項目の練習
しょうみきげん（賞味期限） expiration date 7課　プラスアルファ
しょうめい（照明） illumination 7課　学習項目の練習
しょうめいしょ（証明書） certificate 1課　学習項目
しょうめいする（証明する） prove 4課　ことばを確かめよう
じょうようしゃ（乗用車） passenger car 3課　ことばを確かめよう
しょうり（勝利） victory 7課　ことばを確かめよう
しようりょう（使用量） amount used 1課　学習項目の練習
しょうわ（昭和） Showa era 5課　関連読み物
ジョーク joke 2課　扉のページ
しょき（初期） early 9課　関連読み物
ジョギング jogging 5課　関連読み物
しょくぎょう（職業） profession 4課　学習項目の練習
しょくしゅ（職種） job type 3課　学習項目の練習
しょくば（職場） workplace 3課　学習項目の練習
しょくひ（食費） food expenses 6課　学習項目
しょくひん（食品） foodstuff 10課　学習項目
しょくぶつ（植物） plant 1課　学習項目の練習
じょじょに（徐々に） steadily 6課　本文
しょしん（初心） beginner's spirit 7課　学習項目
しょち（処置） treatment 10課　学習項目の練習
しょっかく（触覚） sense of touch 10課　学習項目の練習
ショック shock 10課　学習項目の練習
しょっぱい salty 7課　学習項目の練習
しょてん（書店） book store 9課　関連読み物
しょどう（書道） calligraphy 2課　学習項目
しょめい（署名） signature 4課　学習項目の練習
じょゆう（女優） actress 4課　学習項目
しょり（処理） processing 6課　キーワード
じりき（自力） own power 8課　学習項目
しりつ（私立） private 3課　本文
じりつしん（自律心） autonomy 5課　学習項目の練習
しりょく（視力） eyesight 8課　学習項目の練習
しりょぶかい（思慮深い） thoughtful 8課　学習項目の練習
しるす（記す） record 2課　本文
しろ（城） castle 1課　聴解2
しろくろ（白黒） black and white 1課　プラスアルファ
じろじろ staringly 9課　プラスアルファ
しんあい（親愛） affection 10課　関連読み物
じんいん（人員） number of people 6課　学習項目の練習
しんか（進化） evolution 8課　聴解2
しんがくさき（進学先） school you advance to 4課　学習項目の練習
しんかんせん（新幹線） Shinkansen, bullet train 3課　学習項目
しんけい（神経） nerve 9課　学習項目の練習
しんけんに（真剣に） seriously 4課　学習項目
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しんこく（深刻） serious 5課　学習項目
じんざい（人材） human resource 1課　関連読み物
しんさつ（新札） newly printed bill 6課　本文
しんじあう（信じあう） believe in each other 3課　学習項目の練習
じんじいどう（人事異動） personnel changes 8課　学習項目
しんじつ（真実） truth 8課　聴解2
しんしに（真摯に） sincerely 5課　学習項目
じんじゃ（神社） shrine 3課　学習項目の練習
しんじゅ（真珠） pearl 10課　プラスアルファ
しんしゅつする（進出する） expand 7課　学習項目
しんじる（信じる） believe 2課　学習項目
しんしん（心身） mind and body 2課　学習項目
しんじん（新人） new person 4課　学習項目の練習
じんせい（人生） life 3課　学習項目
しんせいじ（新生児） new born infant 10課　関連読み物
しんせいする（申請する） apply 1課　学習項目
しんせき（親戚） relative 8課　関連読み物
しんせつする（新設する） create 9課　聴解2
しんぞうびょう（心臓病） heart disease 1課　学習項目の練習
じんそくに（迅速に） rapidly 10課　学習項目の練習
しんそつ（新卒） new graduate 3課　学習項目の練習
じんだい（甚大） severe 1課　学習項目
しんたいてき（身体的） physical 6課　関連読み物
しんだん（診断） diagnosis, test 3課　学習項目の練習
しんねん（信念） belief 10課　関連読み物
じんぶつ（人物） person 3課　学習項目の練習
しんぽする（進歩する） advance 8課　学習項目の練習
シンボル symbol 4課　学習項目
しんや（深夜） middle of the night 2課　学習項目
しんやえいぎょう（深夜営業） staying open till late at night 3課　学習項目の練習
しんゆう（親友） close friend 4課　学習項目の練習
しんらい（信頼） trust 5課　キーワード
しんり（心理） psychology 1課　キーワード
しんりてき（心理的） psychological 1課　学習項目の練習
しんりん（森林） forest 1課　学習項目の練習
じんるい（人類） human race 7課　関連読み物
しんろ（進路） path 9課　聴解2
ず（図） illustration 8課　内容を確かめよう
すいしつ（水質） water quality 7課　扉のページ
すいしゃ（水車） water wheel 3課　学習項目の練習
すいじょうき（水蒸気） water vapor 7課　関連読み物
すいそくする（推測する） infer 1課　キーワード
すいちゅう（水中） in water 10課　学習項目の練習
すいていする（推定する） estimate 7課　関連読み物
ずいひつ（随筆） essay 9課　作文
すいぶん（水分） water 7課　扉のページ
すいみん（睡眠） sleep 1課　学習項目の練習
すいり（推理） detective 9課　学習項目の練習
すう（数）[～％] several [％] 10課　学習項目の練習
すう（数）[チェック～] number [of checks] 2課　関連読み物
～すう（数）[２０～] [20] some 8課　本文
スカート skirt 3課　聴解2
すかし watermark 6課　作文
ずかん（図鑑） illustrated reference book 9課　作文
すぎない[一部に～] only [a part] 7課　関連読み物
すぐれる（優れる） excel 2課　学習項目
ずけい（図形） figure 4課　学習項目の練習
すごす（過ごす） spend 5課　学習項目の練習
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すすむ（進む）[活字離れが～]
[those not reading books] continues to

 increase/advance
9課　学習項目の練習

すすめる（薦める） recommend 3課　学習項目の練習
スタートライン straight line 4課　関連読み物
スタイル[生活～] [life] style 9課　学習項目の練習
ステップ[～につながる] [lead to a] step 5課　本文
すでに already 9課　関連読み物
ストーリー story 9課　学習項目の練習
ストライプ stripe 3課　聴解2
ストレス stress 5課　学習項目の練習
スパゲティ spaghetti 2課　本文
スピーチコンテスト speech contest 1課　プラスアルファ
すべすべする be smooth 4課　学習項目の練習
すべて all 3課　本文
スマート stylish 1課　関連読み物
すます（済ます） finish 4課　学習項目の練習
すみずみ（隅々） minutest details 9課　学習項目の練習
すもう（相撲） sumo 3課　学習項目の練習
スラリと slender 1課　関連読み物

するどい（鋭い）[感受性が～]
  ＊感受性が鋭い

＊be very sensitive 8課　作文

せ（背） back 5課　プラスアルファ
せい（性） sex 9課　本文
せい（製）[日本～] made in [Japan] 9課　関連読み物
せい（性）[防水～] [waterproof] property 7課　学習項目の練習
せいかい（政界） political world, politics 6課　学習項目の練習
せいかい（正解） correct answer 4課　内容を確かめよう
せいかく（性格） character 5課　学習項目の練習
せいかつしゅうかんびょう（生活習慣病） lifestyle-related disease 5課　学習項目の練習
せいき（世紀） century 8課　学習項目の練習
ぜいきん（税金） tax 6課　プラスアルファ
せいけつ（清潔） clean 1課　扉のページ
せいけつかん（清潔感） cleanliness 1課　関連読み物
せいげん（制限） limitation 2課　聴解2
せいこう（成功） success 7課　学習項目
せいさくしゃ（制作者） creator 10課　学習項目の練習
せいし（生死） life and death 4課　学習項目
せいじか（政治家） politician 8課　学習項目
せいしつ（性質） property 1課　本文
せいしん（精神） spirit, mind 3課　キーワード
せいじん（成人） adult 2課　学習項目の練習
せいしんえいせい（精神衛生） mental health 3課　本文
せいしんせい（精神性） mentality 3課　本文
せいせき（成績） grade 9課　学習項目の練習
せいそく（生息） inhabit 10課　キーワード
せいたいけいバランス(生態系バランス） ecological balance 10課　学習項目の練習
せいちょう（成鳥） adult bird 10課　本文
せいちょうする（成長する） grow up 4課　作文
せいど（制度） system 9課　ことばを確かめよう
せいねん（青年） young people 2課　学習項目の練習
せいねんがっぴ（生年月日） date of birth 8課　関連読み物
せいひんかいはつ（製品開発） product development 1課　学習項目の練習
せいふ（政府） government 10課　学習項目
せいふく（制服） uniform 3課　扉のページ
せいほうけい（正方形） square 4課　学習項目の練習
せいみつ（精密） precision 10課　学習項目の練習
せいめい（生命） life 1課　学習項目の練習
せいり（整理） arrange 4課　キーワード
せかいてき（世界的） world-wide 2課　学習項目の練習
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せきどう（赤道） equator 1課　作文
せきにん（責任） responsibility 4課　学習項目の練習
セキュリティ security 1課　学習項目の練習
せたい（世帯） household 6課　学習項目の練習
せつ（説） theory 10課　本文
せっかち impatience 8課　作文
せっき（石器） stone tool 8課　関連読み物
せっきょくてき（積極的） positive 5課　キーワード
せっすい（節水） water conservation 7課　扉のページ
せっする（接する） treat 3課　学習項目の練習
せつぞく（接続） connection 1課　学習項目
ぜったいに（絶対に） definitely 7課　学習項目の練習
せつやく（節約） saving 6課　学習項目の練習
ぜに（銭） money 6課　関連読み物
せのび（背伸び） stretching one's back 5課　聴解2
セパレートコース separate course 4課　関連読み物
せまい（狭い） narrow 8課　本文
せまきもん（狭き門） hurdle 4課　学習項目の練習
せめて at least 3課　聴解2
せん（栓） stopper, cap 2課　扉のページ
ぜんいでんじょうほう（全遺伝情報） all genetic information 8課　聴解2
ぜんいん（全員） everyone 4課　学習項目の練習
ぜんかい（全開） fully open 7課　本文
ぜんかいする（全快する） be totally recovered 6課　学習項目
ぜんかてい（全家庭） all households 10課　学習項目の練習
せんがん（洗顔） washing one's face 7課　本文
せんきょ（選挙） election 4課　学習項目
ぜんこくちょうさ（全国調査） nationwide survey 3課　学習項目の練習
せんざい（洗剤） detergent 7課　本文
せんしゅ（選手） athlete, runner 8課　ことばを確かめよう
せんじゅうみん（先住民） indigenous people 8課　本文のキーワード
ぜんしん（前進） advance 8課　本文
ぜんしん（全身）[～運動] whole body [exercise] 5課　関連読み物
ぜんせかいてき（全世界的） worldwide 8課　本文
せんぞ（先祖） ancestor 8課　関連読み物
せんそう（戦争） war 7課　プラスアルファ
ぜんたい（全体） the entire 2課　作文
ぜんたいてき（全体的） overall 1課　本文
せんたくし（選択肢） alternative 4課　学習項目の練習
せんち（戦地） battlefield 1課　学習項目の練習
せんでん（宣伝） advertisement 9課　学習項目の練習
せんど（鮮度） degree of freshness 7課　学習項目の練習
せんとう（先頭） lead 8課　ことばを確かめよう
ぜんねんど（前年度） previous year 3課　学習項目の練習
ぜんねんひ（前年比） in comparison with the previous year 8課　ことばを確かめよう
せんぱい（先輩） senior 4課　学習項目の練習
ぜんぱん（全般） general 5課　学習項目の練習
せんりゅう（川柳） senryu, a 17-syllable poem 2課　プラスアルファ
そう（層） level 4課　学習項目
ぞう（増） increase 3課　学習項目の練習
そういてん（相違点） difference 4課　学習項目の練習
ぞうか（増加） increase 5課　学習項目の練習
そうがく（総額） total amount 6課　プラスアルファ
そうぎ（葬儀） funeral 6課　プラスアルファ
そうごうてき（総合的） all together 5課　関連読み物
そうさ（捜査） investigation 8課　学習項目の練習
そうさく（創作） creation 4課　関連読み物
そうじぎらい（掃除嫌い） person who hates cleaning 8課　学習項目の練習
ぞうしん（増進） promotion 5課　関連読み物

21



『中級を学ぼう　日本語の文型と表現82　中級中期』
 索引 英語訳付き

そうぞう（想像） imagination 7課　学習項目
そうだんする（相談する） consult 3課　学習項目
そうなん（遭難） distress 1課　学習項目の練習
ぞくしゅつ（続出） come out one after another 1課　本文
そくしんする（促進する） facilitate 10課　学習項目の練習
そくせき（足跡） trace 6課　ことばを確かめよう
そくばく（束縛） restriction 3課　キーワード
そくばくかん（束縛感） feeling of restriction 3課　本文
そしき（組織） organization 7課　ことばを確かめよう
そせん（祖先） ancestor 10課　関連読み物
そそぐ（注ぐ） pour 2課　扉のページ
そだつ（育つ） grow 10課　本文
そつぎょうしき（卒業式） graduation ceremony 3課　学習項目の練習
そつぎょうせい（卒業生） graduate 3課　関連読み物
そっけなく（素っ気なく） bluntly 2課　関連読み物
そっこうせい（即効性） immediate effect 5課　関連読み物
そなえる（備える） equip 7課　学習項目の練習
ソフト software 9課　関連読み物
ソフトめん（ソフト面） intangible factor 1課　本文
そぼく（素朴） simple 10課　関連読み物
そまつに（粗末に） carelessly, without respect 6課　学習項目
そもそも in the first place 4課　関連読み物
そらす（反らす）[胸を～] stick out [one's chest] 5課　関連読み物
そろえる align 5課　プラスアルファ
そんざいする（存在する） exist 7課　関連読み物
ダース dozen 4課　関連読み物
だい（代）[食事～] bill [for a meal] 6課　プラスアルファ
～だい（～代）[２０～] -ties [twenties] 3課　関連読み物
たいいくだいがく（体育大学） Physical Education University 5課　関連読み物
だいいちにんしゃ（第一人者） foremost figure 10課　学習項目の練習
たいいんする（退院する） be discharged from the hospital 6課　学習項目
たいおう（対応） action 1課　本文
たいかい（大会） competition 5課　学習項目の練習
だいがくいんせい（大学院生） graduate student 10課　関連読み物
だいきん（代金） payment 2課　聴解2
たいぐう（待遇） treatment 8課　学習項目
だいけい（台形） trapezoid 4課　プラスアルファ
たいけん（体験） experience 1課　学習項目の練習
たいこく（大国） big player 9課　学習項目の練習
たいさく（対策） counter measure 1課　学習項目
だいしぜん（大自然） nature 6課　関連読み物
たいしょう（対象） target 1課　学習項目の練習
たいせき（体積） volume 4課　扉のページ
たいそう（体操）[ラジオ～] [radio] calisthenics 5課　関連読み物
だいだい orange 1課　学習項目の練習
たいちょう（体調） physical condition 7課　学習項目の練習
たいど（態度） attitude 4課　学習項目の練習
たいとう（対等） equal 1課　関連読み物
たいびょう（大病） serious illness 4課　学習項目
だいひょう（代表） representative 4課　学習項目の練習
だいぶぶん（大部分） greater part 7課　関連読み物
たいへいよう（太平洋） Pacific Ocean 1課　作文
タイミング timing 6課　学習項目の練習
たいめんする（対面する） face 10課　学習項目の練習
たいよう（太陽） sun 7課　関連読み物
たいりく（大陸） continent 8課　本文のキーワード
たいりょう（大量） a large quantity 9課　学習項目の練習
ダイレクト・メール direct mail 7課　プラスアルファ
たえる（絶える） stop 3課　学習項目
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たえる（堪える）[鑑賞に～] worth [appreciation] 9課　関連読み物
だえんけい（だ円形） ellipse 4課　プラスアルファ
たかまる（高まる） increase 3課　本文
たかめる（高める） increase 1課　本文
たからくじ（宝くじ） lottery 7課　学習項目の練習
たき（滝） waterfall 7課　学習項目の練習
だく（抱く） incubate 10課　聴解2
たぐい（類） kind 8課　関連読み物
たけうま（竹馬） stilts 5課　扉のページ
たさつ（他殺） murder 8課　関連読み物
たしかに（確かに） certainly 10課　関連読み物
たしざん（足し算） addition 4課　キーワード
たしゃ（他社） other companies 4課　学習項目の練習
たす（足す（＋）） add 4課　扉のページ
だす（出す）[結論を～] reach [a conclusion] 4課　学習項目
たすう（多数） many 7課　学習項目
ただ merely 6課　本文
ただい（多大） considerable 5課　学習項目
たちば（立場） position 1課　関連読み物
たちまち instantly 8課　関連読み物
たつ[時間が～] [time] pass 3課　関連読み物
たっする（達する）[内部に～] reach [inside] 8課　本文
たった just 7課　学習項目の練習
だつらく（脱落） to drop out 8課　本文のキーワード
たて（縦） length 4課　扉のページ
たてかえ（建て替え） rebuilding 7課　プラスアルファ
たてまえ（建前） public face 2課　キーワード
たとえ even if 9課　学習項目
たとえる compare 5課　関連読み物
たどりつく（たどり着く） arrive 8課　学習項目の練習
たにん（他人） other people 2課　プラスアルファ
たはつ（多発） frequent 1課　学習項目の練習
たび（旅） trip 2課　学習項目の練習
たびだつ（旅立つ） leave for 3課　学習項目の練習
たほうめん（多方面） many ways 8課　学習項目の練習
たまいれ(玉入れ) ball-toss game (played on sports day) 5課　学習項目の練習
たまる pile up 6課　学習項目の練習
たもと　＊たもとを別つ ＊make a break with 10課　関連読み物
たやすく easily 10課　本文
たようせい（多様性） diversity 9課　キーワード
たんい（単位） unit 4課　関連読み物
たんき（短期） short term/time 7課　プラスアルファ
タンク tank 7課　本文
たんご（単語） word 10課　本文
たんじかん（短時間） for a short period of time 5課　関連読み物
たんじょうする（誕生する） come into existence 3課　学習項目の練習
だんしょく（暖色） warm color 1課　学習項目の練習

だんじょこようきかいきんとうほう
　（男女雇用機会均等法）

Equal Employment Opportunity Law

  between Men and Women
3課　ことばを確かめよう

たんしんふにんしゃ（単身赴任者） employee posted away from their family 3課　学習項目
たんすい（淡水） fresh water 7課　関連読み物
だんすい（断水） suspension of water supply 7課　キーワード
だんたい（団体） group 2課　扉のページ
だんちがい（段違い） great difference 10課　学習項目の練習
だんとう（暖冬） warm winter 1課　学習項目
たんなる（単なる） mere 10課　学習項目の練習
たんにん（担任） homeroom teacher 9課　学習項目
だんボール（段ボール） cardboard 6課　学習項目の練習
だんらく（段落） paragraph 1課　内容を確かめよう
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たんらくてき（短絡的） simplistic 3課　キーワード
ち（地） place 6課　関連読み物
ちい（地位） position 7課　ことばを確かめよう
ちいき（地域） area 10課　学習項目の練習
チーム team 7課　ことばを確かめよう
チームリーダー team leader 1課　学習項目の練習
チェックがら（チェック柄） check pattern 3課　プラスアルファ
ちがい（違い） difference 1課　関連読み物
ちかづく（近づく） get close 8課　学習項目の練習
ちきゅう（地球） earth 3課　学習項目の練習
チケット ticket 6課　プラスアルファ
ちこくする（遅刻する） be late 2課　学習項目の練習
ちしき（知識） knowledge 4課　作文
ちせい（知性） intelligence 10課　関連読み物
ちたい（地帯） area 7課　関連読み物
ちなみに incidentally 10課　学習項目の練習
ちまた in the streets 6課　関連読み物
ちゃかす（茶化す） tease 10課　学習項目の練習
ちゃくよう（着用） wear 3課　本文
チャレンジする challenge 8課　学習項目の練習
チャンピオン champion 10課　学習項目
ちゅう（中）[睡眠～] while [sleeping] 1課　学習項目の練習
ちゅうおう（中央） middle 1課　作文
ちゅうかりょうり（中華料理） Chinese food 3課　学習項目
ちゅうこうせい（中高生） junior and senior high school students 4課　学習項目の練習
ちゅうじつ（忠実） faithful 8課　学習項目の練習
ちゅうしゃ（駐車） parking 1課　扉のページ
ちゅうしん（中心） center 4課　聴解2
ちゅうせいぶ（中西部） mid-west part 1課　作文
ちゅうなんべい（中南米） Latin America 8課　本文のキーワード
ちゅうりゃく（中略） omission 9課　本文
ちょう（超） ultra 9課　学習項目の練習
ちょうかく（聴覚） sense of hearing 10課　学習項目の練習
ちょうき（長期） long 7課　学習項目
ちょうさ（調査）[市場～] [market] research 1課　学習項目の練習
ちょうしょ（長所） strong point 7課　学習項目の練習
ちょうじょう（頂上） top 8課　学習項目の練習
ちょうせい（調整） adjustment 1課　キーワード
ちょうちん lantern 2課　学習項目
ちょうどひん（調度品） furniture 9課　学習項目の練習
ちょうむすび（ちょう結び） bow knot 6課　プラスアルファ
ちょきんばこ（貯金箱） piggy bank 6課　本文
ちょくせつ（直接） directly 2課　学習項目
ちょくせん（直線） straight line 4課　プラスアルファ
ちょくほうたい（直方体） rectangular solid 4課　キーワード
チョコレート chocolate 2課　学習項目の練習
ちょっけい（直径） diameter 4課　プラスアルファ
ちらし leaflet 7課　プラスアルファ
ちり（地理） geography 8課　プラスアルファ
チンパンジー chimpanzee 8課　聴解2
ついかする（追加する） add 6課　学習項目の練習
ついきゅう（追究） investigation 4課　関連読み物
ついで（次いで） in the second place 8課　学習項目の練習
ついに finally 8課　本文
つうか（通貨） currency 6課　作文
つうき（通気） ventilation 7課　学習項目の練習
つうじる（通じる） through 9課　学習項目の練習
つうしん（通信） communication 5課　学習項目の練習
つうほうする（通報する） inform 10課　学習項目の練習
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ツール tool 9課　学習項目の練習
つうわ（通話） telephone call 9課　学習項目の練習
つかいすて（使い捨て） disposable 7課　プラスアルファ
つかれ（疲れ） tiredness 2課　学習項目
つき[機能～] with [function] 9課　学習項目の練習
つぎつぎに（次々に） one after another 2課　学習項目の練習
つきひ（月日） time 9課　学習項目の練習
つぐ（継ぐ）[歌い～] continue [to sing] 2課　学習項目の練習
つく[うそを～] tell [a lie] 2課　本文
つく[見当が～] have [a rough idea] 6課　学習項目の練習
つく[力が～] gain [ability] 4課　関連読み物
つくりばなし（作り話） made-up story, fiction 2課　学習項目の練習
つける[差を～]　＊差をつける stagger 4課　関連読み物
つける[白黒を～]　＊白黒をつける ＊make something clear 1課　プラスアルファ
つける[眼を～] fasten [one's eyes on] 10課　関連読み物
つたわる（伝わる） travel 10課　学習項目の練習
つち（土） earth 9課　学習項目の練習
つちかう（培う） cultivate 7課　関連読み物
つつむ（包む） wrap 10課　ことばを確かめよう
つとめる（務める） act 5課　関連読み物
つな（綱） rope 5課　扉のページ
つながる[省エネに～] be linked with [energy saving] 1課　学習項目の練習
つなげる connect 4課　関連読み物
つなひき（綱引き） tug-of-war 5課　学習項目の練習
つなみ（津波） tsunami 1課　学習項目の練習
つまり namely 8課　聴解2
つみあげる（積み上げる） accumulate 4課　キーワード
つみき（積み木） building blocks 5課　扉のページ
つむ（摘む） pick 3課　キーワード
つめ claw 10課　プラスアルファ
つらい hard 2課　本文
つる vine 1課　学習項目の練習
てあて（手当）[育児～] [child care] allowance 1課　学習項目
ていあん（提案） proposal 7課　内容を確かめよう
ディーゼル diesel 4課　学習項目の練習
ていがくねん（低学年） lower elementary students 5課　本文
ていかする（低下する） lower 10課　学習項目の練習
ていきてき（定期的） regular 3課　学習項目の練習
ていげん（低減） reduction 7課　学習項目の練習
ていしゅつする（提出する） hand in 7課　学習項目の練習
ていすいじゅん（低水準） low level 8課　ことばを確かめよう
ていぞく（低俗） vulgar 9課　キーワード
ていちゃくする（定着する） become established 9課　関連読み物
ていど（程度） degree 5課　関連読み物
ていめいする（低迷する） be sluggish 6課　学習項目
データ[パソコン～] [PC] data 7課　学習項目の練習
テーマ theme 1課　作文
テーマパーク theme park 10課　学習項目の練習
できごと（出来事） incident 8課　学習項目の練習
てきす（適す） be suitable 3課　学習項目
てきせい（適性） aptitude 3課　学習項目の練習
てきせつ（適切） appropriate 10課　学習項目の練習
てきど（適度） moderate 5課　学習項目の練習
てきとう（適当） suitable 1課　学習項目の練習
てきよう（適用） application 4課　関連読み物
てくび（手首） wrist 5課　プラスアルファ
デジタルほうそう（デジタル放送） digital broadcasting 6課　学習項目の練習
でしゃばり instrusive 8課　作文
てじゅん（手順） sequence 5課　作文
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てすう（手数） handling 6課　学習項目の練習
デスクワーク desk work 5課　関連読み物
てちょう（手帳） notebook 9課　学習項目の練習
てつづき（手続き） procedure 1課　学習項目
てっぺん[頭の～] top [of the head] 5課　関連読み物
てにする（手にする） obtain 2課　学習項目の練習
てまえ（手前） near side 4課　本文
でまわる（出回る） go into circulation 6課　本文
でむく（出向く） attend 6課　学習項目の練習
デメリット demerit 1課　関連読み物
でる（出る）[人気が～] become [popular] 9課　学習項目
てれわらい（照れ笑い） embarrassed grin 2課　学習項目の練習
てん（点）[いい～] [good] point 3課　扉のページ
てんか（天下） the world 6課　扉のぺージ
てんかいず（展開図） development diagram 4課　関連読み物
てんかん（転換）　 change 2課　学習項目の練習
でんき（伝記） biography 9課　作文
てんこう（天候） weather 8課　学習項目
てんさい（天才） genius 10課　関連読み物
でんし（電子） electron 6課　扉のぺージ
てんしょく（転職） changing jobs 3課　学習項目の練習
てんせん（点線） dotted line 4課　聴解2
でんとう（伝統） tradition 9課　本文
でんとうぶんか（伝統文化） traditional culture 5課　学習項目の練習
てんない（店内） inside the store 1課　学習項目
てんめつ（点滅） flashing 7課　学習項目の練習
でんりょくりょう（電力量） electric power 7課　学習項目の練習
といなおす（問い直す） question again 5課　本文
～とう（頭）[８万～] [80,000] head of animals 10課　学習項目の練習
とうぎする（討議する） discuss 4課　学習項目
とうけつする（凍結する） freeze 8課　関連読み物
どうさ（動作） action 5課　プラスアルファ
とうじ（当時） then 3課　関連読み物
どうし（同士）[親戚～]　＊親戚同士 ＊relatives 8課　関連読み物
とうしょ（投書） letter to the editor 4課　作文
とうじょう（登場） appearance 1課　関連読み物
どうじょう（同情） sympathy 8課　学習項目の練習
どうそうかい（同窓会） alumni meeting 6課　学習項目
とうたつ（到達） arrival 8課　プラスアルファ
とうちゃくする（到着する） arrive 2課　扉のページ
とうてん（当店） this store/restaurant 6課　プラスアルファ
どうどうと（堂々と） confidentally 1課　関連読み物
どうどうとする（堂々とする） be proud 4課　学習項目の練習
どうにゅうする（導入する） introduce 1課　本文
とうひん（盗品） stolen article 6課　ことばを確かめよう
どうぶつ（動物） animal 8課　学習項目
どうぶつがくてき（動物学的） zoological 8課　学習項目
とうほくちほう（東北地方） Tohoku region 2課　作文
どうやら somehow 8課　関連読み物
どうようする（動揺する） get upset 2課　関連読み物
とうろん（討論） discussion 4課　学習項目の練習
とおまわし（遠回し） roundabout 9課　本文
とおりかかる（通りかかる） happen to pass by 9課　扉のページ
トーン tone 10課　学習項目の練習
とかい（都会） city 3課　学習項目の練習
どきどきする throb 9課　プラスアルファ
ときには sometimes 2課　プラスアルファ
とく（得） gain 6課　学習項目の練習
とく（解く）[問題を～] solve [a problem] 4課　内容を確かめよう
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とくしゅ（特殊） special 6課　キーワード
どくしょ（読書） reading 9課　学習項目の練習
とくちょう（特徴） feature 8課　学習項目の練習
とくに（特に） particularly 7課　プラスアルファ
どくりつする（独立する） become independent 1課　作文
とぐろ coil 6課　学習項目の練習
とげる（遂げる）[成長を～] achieve [growth] 8課　学習項目の練習
ところが however 1課　本文
とざんか（登山家） mountaineer 5課　学習項目
とし（都市） urban 1課　学習項目
としか（都市化） urbanization 8課　学習項目の練習
とじこもる（閉じこもる） shut oneself up 7課　学習項目の練習
どじょう（土壌） soil 7課　関連読み物
とちゅう（途中） halfway 7課　学習項目の練習
どちらかというと if anything 8課　作文
とっつきにくい hard to approach 9課　学習項目の練習
ドット dot 3課　プラスアルファ
とどけで（届け出） notification 1課　学習項目の練習
ととのう（整う） be in good shape (condition) 5課　関連読み物
とどまる[そこに～] stay [there] 8課　本文
とにかく in any event 9課　学習項目の練習
とのさま（殿様） feudal lord 9課　扉のページ
とびこむ（跳び込む） jump in 5課　扉のページ
とびのる（飛び乗る） jump on 2課　学習項目の練習
どひょういり（土俵入り） ceremony of entering the ring 3課　学習項目の練習
とぶ（跳ぶ） jump 5課　扉のページ
とぼしい（乏しい） poor 4課　学習項目の練習
とらえる[思い出として～] hold [as a memory] 3課　関連読み物
トラック track 4課　関連読み物
トラブル trouble 1課　プラスアルファ
ドラマ drama 9課　ことばを確かめよう
とりいれる（取り入れる） incorporate 5課　学習項目の練習
とりくむ（取り組む）[教育問題に～] work [on educational issues] 5課　学習項目
とりそろえる（取りそろえる） assort 7課　学習項目の練習
とりだす（取り出す） take out 1課　学習項目
どりょく（努力） effort 7課　ことばを確かめよう
ドリンク剤 health drink 7課　学習項目の練習
とる（採る） take 8課　学習項目の練習
とる[コミュニケーションを～] have [communication] 10課　本文
とる[年を～] get [older] 9課　本文
トレー tray 7課　プラスアルファ
～トン[3,000～] [3,000] tons 6課　本文
とんがる be sharp 4課　学習項目の練習
どんどん steadily 9課　扉のページ
ナース nurse 1課　本文
ない（内）[病院～] in [a hospital] 3課　学習項目
ないぞうしぼう（内臓脂肪） visceral fat 5課　関連読み物
ないぶ（内部） inside 8課　本文
ないよう（内容） content 1課　キーワード
ないりくぶ（内陸部） inland area 10課　学習項目の練習
なかじき（中敷き） insole 6課　本文
ながす（流す） flow 7課　本文
なかまどうし（仲間同士） members of the group 10課　学習項目の練習
ながめる（眺める） look at 9課　学習項目
ながれ（流れ） flow 7課　作文
ながれだす（流れ出す） flow out 8課　本文
なくなる（亡くなる） die 1課　学習項目
なさけない（情けない） lamentable 2課　学習項目の練習
なす[ことを～] achieve  [things] 8課　学習項目
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なぞ（謎） mysterious 9課　学習項目の練習
ナチュラル natural 1課　扉のページ
なついん（捺印） seal 4課　学習項目の練習
なつかしい fondly-remembered 6課　学習項目
なつかしむ（懐かしむ） miss 9課　学習項目
なっとう（納豆） natto, fermented soybeans 4課　学習項目の練習
なっとく（納得） understand 10課　関連読み物
ななめ（斜め） diagonal 4課　学習項目の練習
なにがた（何型） what type 8課　扉のページ
なにごと（何事） everything 5課　ことばを確かめよう
なによりも（何よりも） more than anything 5課　学習項目
なのはな（菜の花） rape blossom 6課　学習項目
なまけもの（怠け者） lazy person 8課　学習項目の練習
なやみ（悩み） worry 6課　学習項目の練習
ならぶ（並ぶ）[小説と～] rank [with novels] 9課　本文
ならべる（並べる） arrange 9課　扉のページ
なりたつ（成り立つ） be realized 7課　学習項目　
なる[スパゲティが～] bear [spaghetti] 2課　本文
なるもの[リクルートスーツ～] a thing called [a job-interview suit] 1課　関連読み物
なわとび（縄跳び） skipping rope 5課　扉のページ
なわばり（縄張り） territory 10課　キーワード
なんきょく（南極） Antarctic 7課　関連読み物
なんだか a little 9課　学習項目の練習
なんたん（南端） southern tip 8課　本文
なんと（何と） What a ～!, How ～! 8課　関連読み物
なんとなく（何となく） vaguely 2課　関連読み物
なんぶ（南部） southern part 2課　作文
なんべい（南米） South America 8課　本文のキーワード
なんぼく（南北） north and south 8課　本文
にあう（似合う） suit 3課　本文
ニーズ needs 1課　学習項目の練習
にがおえ（似顔絵） portrait 9課　キーワード
にぎる（握る）[手を～] clasp [one's hands] 2課　関連読み物
にじむ bleed 10課　学習項目
にせさつ（偽札） counterfeit bill 6課　作文
にちじ（日時） date and time 8課　学習項目
にちじょうせいかつ（日常生活） everyday life 5課　学習項目の練習
にどと（二度と） ever again 6課　プラスアルファ

にぶい（鈍い）[感受性が～]
　＊感受性が鈍い

＊be insensitive 8課　作文

にやっとする smirk 9課　プラスアルファ
ニュアンス nuance 10課　学習項目の練習
にゅうかいする（入会する） sign up 4課　学習項目の練習
にゅうがくきん（入学金） enrollment fee 6課　プラスアルファ
にゅうがくしけん（入学試験） entrance examination 8課　学習項目
にゅうじ（乳児） infant 10課　キーワード
にゅうじょう（入場） admission 6課　プラスアルファ
にゅうじょうしゃ（入場者） visitor 6課　プラスアルファ
にゅうりょく（入力） input 7課　学習項目の練習
にらむ glare 10課　関連読み物
にらめっこ staring down 5課　関連読み物
にる（似る） be similar 10課　本文
にんき（人気） popularity 2課　学習項目の練習
にんげん（人間） human 7課　扉のページ
にんげんかん（人間観） one's view of humans 8課　聴解2
にんげんかんけい（人間関係） human relations 2課　学習項目の練習
にんげんなみ（人間並み） human-like 10課　学習項目の練習
にんしきする（認識する） recognize 7課　関連読み物
にんしん（妊娠） pregnancy 7課　学習項目の練習
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にんずう（人数） number of people 5課　作文
ぬける（抜ける）[子供っぽさが～] [childishness] vanish 9課　学習項目
ぬすむ（盗む） steal 6課　ことばを確かめよう
ぬの（布） cloth 1課　学習項目の練習
ねあげ（値上げ） price increase 1課　学習項目の練習
ねじる twist 5課　プラスアルファ
ねだん（値段） price 3課　本文
ねつこうりつ（熱効率） thermal efficiency 3課　ことばを確かめよう
ネット[～社会] [net] society 7課　学習項目の練習
ネットいじめ Internet bullying 3課　学習項目の練習
ネットオークション net auction 2課　学習項目の練習
ネットしよう（ネット使用） net usage 3課　学習項目の練習
ねばねばする be sticky 4課　学習項目の練習
ねぼうする（寝坊する） oversleep 9課　プラスアルファ
ねらい aim 1課　本文
ねらう target 7課　学習項目の練習
ねんかん（年間） year 6課　本文
ねんだい（年代） period 3課　関連読み物
ねんりつ（年率） annual rate 8課　学習項目の練習
ねんりょう（燃料） fuel 4課　学習項目の練習
ねんれい（年齢） age 5課　本文
ノイローゼ neurosis 7課　学習項目の練習
のう（脳） brain 10課　学習項目の練習
のうこん（濃紺） dark blue 1課　関連読み物
のうりょく（能力） ability 2課　関連読み物
のこり（残り） the rest 7課　関連読み物
のこりゆ（残り湯） remaining hot water 7課　本文
のしぶくろ（のし袋） gift money envelope 6課　プラスアルファ
のぞましい（望ましい）[環境が～] [environment] be desirable 5課　内容を確かめよう
のばす（伸ばす） increase 4課　学習項目の練習
のぼる（上る） reach 6課　本文
のぼる（昇る）[日が～] [the sun] rise 8課　学習項目の練習
のる（載る） appear 2課　学習項目の練習
ば（場） place 6課　本文
パーカー hooded sweatshirt 3課　プラスアルファ
はあくする（把握する） perceive 10課　学習項目の練習
パーセント percent 6課　本文
ハートがら（ハート柄） heart pattern 3課　プラスアルファ
ハードめん（ハード面） tangible factor 1課　本文
はい（灰） ash 9課　扉のページ
はいきぶつ（廃棄物） waste 6課　キーワード
はいすい（排水） drainage 7課　キーワード
はいたつにん（配達人） delivery person 1課　聴解2
ばいばい（売買） buying and selling 2課　学習項目の練習
ハイブリッドしゃ（車） hybrid car 4課　学習項目の練習
ばいりつ（倍率） competition 8課　学習項目
はいりょ（配慮） consideration 3課　ことばを確かめよう
はいる（入る）[お茶が～] [tea] be ready 2課　関連読み物
パイロット pilot 8課　学習項目の練習
はか（墓） grave 9課　扉のページ
はかい（破壊） destruction 7課　学習項目
ばかばかしい ridiculous 2課　学習項目の練習
はかる（図る） attempt 2課　学習項目の練習
～はく（～拍） ～ beat 2課　プラスアルファ
はくい（白衣） white uniform 1課　本文
はくし（博士） doctor 2課　本文
はくす（博す）[人気を～] gain [popularity] 2課　学習項目の練習
ばくはつ（爆発） explosion 8課　学習項目の練習
はくりょく（迫力） impact 9課　学習項目の練習
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はげしい（激しい） tough 4課　学習項目の練習
はげむ（励む）[仕事に～] try hard [at work] 6課　関連読み物
はさむ insert 4課　聴解2
パジャマ pajamas 9課　プラスアルファ
はずかしい（恥ずかしい） embarrassed 1課　プラスアルファ
はずべき（恥ずべき） shameful 2課　学習項目の練習
はずむ（弾む）[話が～] have a lively [conversation] 6課　学習項目の練習
はずれる（外れる） come off 2課　キーワード
パスワード password 1課　学習項目の練習
はせん（波線） wavy line 4課　プラスアルファ
はた（旗） flag 1課　作文
はだ（肌） skin 1課　関連読み物
パターン pattern 4課　本文
はっきする（発揮する） show 3課　扉のページ
バッグ bag 1課　学習項目の練習
はつげん（発言） remark 9課　内容を確かめよう
はっけんする（発見する） discover 2課　本文
はっこう（発行） issue 6課　聴解2
はっしゃ（発車） departure 2課　学習項目の練習
はっせいする（発生する） occur 2課　学習項目の練習
はっそう（発想） idea 3課　本文
はったつ（発達） development 5課　キーワード
はってん（発展） development 4課　関連読み物
はつばいする（発売する） sell 4課　学習項目の練習
はっぴょうする（発表する） announce 1課　学習項目
バトミントン badminton 10課　学習項目の練習
はながら（花柄） flower pattern 3課　プラスアルファ
はなざかり（花盛り） blooming 10課　学習項目の練習
はなしあう（話し合う） discuss 7課　プラスアルファ
はなれる（離れる）[人と～] be away [from people] 4課　学習項目の練習
はばひろい（幅広い） wide range 4課　学習項目
パブリックコメント public comment 9課　学習項目の練習
はみがき（歯磨き） clearning one's teeth 7課　本文
はらぐろい（腹黒い） scheming 1課　プラスアルファ
ばらばらに separately 9課　学習項目
バランス balance 5課　関連読み物
はり（針） hand 4課　プラスアルファ
はるか an even further, before 8課　関連読み物
バレンタイン・デー Valentine's Day 2課　学習項目の練習
パワーハラスメント power harassment 7課　学習項目の練習
はんきゅう（半球） hemisphere 4課　プラスアルファ
はんきょう（反響） echo 10課　学習項目の練習
はんけい（半径） radius 4課　プラスアルファ
はんざい（犯罪） crime 8課　学習項目の練習
はんすう（半数） half 7課　本文
はんする（反する）[精神に～] be against [the spirit] 5課　学習項目の練習
はんせいする（反省する） reflect on 4課　学習項目の練習
はんそうする（搬送する） convey 10課　学習項目の練習
はんたい（反対） opposing 3課　本文
はんたいしょく（反対色） opposite color 1課　本文
はんだんする（判断する） judge 6課　学習項目の練習
パンツ pants 3課　聴解2
ばんのう（万能） all-round 9課　学習項目の練習
ハンバーガー hamburger 2課　聴解2
はんばいき（販売機） vending machine 7課　学習項目の練習
はんばいする（販売する） sell 2課　聴解2
はんめいする（判明する） become clear 10課　学習項目の練習
ひ（費）[医療～] [medical] cost 1課　ことばを確かめよう
ひ（碑）[力士～] [sumo wrestler] monument 3課　学習項目の練習
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ひあい（悲哀） sadness 10課　学習項目の練習
ひいでる（秀でる） excel 5課　学習項目の練習
ひうちいし（火打ち石） flint 8課　関連読み物
ひがい（被害） damage 1課　学習項目
ひがいしゃ（被害者） victim 8課　学習項目の練習
ひかえめ（控え目） conservative 8課　作文
ひかく（比較） comparison 5課　内容を確かめよう
ひかり（光） ray of light 1課　作文
ひかれる（引かれる） be attracted to 9課　学習項目の練習
ひきざん（引き算） subtraction 4課　キーワード
ひきつえんしゃ（非喫煙者） non-smoker 1課　学習項目の練習
ひく（引く（－）） subtract 4課　扉のページ
ひく（引く）[線を～] draw [a line] 4課　学習項目の練習
ひく（引く）[バッグを～] pull [rolling suitcase] 1課　学習項目の練習
ひこうしき（非公式） unofficial 3課　学習項目の練習
ひごろ（日ごろ） usual 2課　本文
ひざ knee 5課　プラスアルファ
ひさいしゃ（被災者） victim 9課　学習項目の練習
ひさいち（被災地） disaster area 9課　学習項目の練習
ひざし（日差し） sunlight 1課　学習項目の練習
ひさしい（久しい） long time 9課　関連読み物
ひさん（悲惨） tragic 8課　学習項目の練習
ひじ elbow 5課　プラスアルファ
ビジットジャパン Visit Japan 8課　学習項目の練習
ビジネス business 9課　作文
ビジュアル visual 9課　本文
びじゅつひん（美術品） art work 6課　ことばを確かめよう
ひしょ（秘書） secretary 8課　学習項目の練習
びじょ（美女） beautiful woman 9課　学習項目の練習
びしょう（微笑） smile 10課　関連読み物
ひじょうしき（非常識） lacking in common sense 2課　学習項目の練習
ひっかける（引っ掛ける） catch 5課　作文
ひっこし（引っ越し） house-moving 1課　学習項目
ひっしに（必死に） frantically 2課　学習項目の練習
ひっしゃ（筆者） writer 2課　内容を確かめよう
ひつようせい（必要性） necessity 3課　関連読み物
ひていする（否定する） deny 2課　本文
ヒドイ terrible 10課　学習項目の練習
ひとこと（一言） one word 2課　本文
ひとで（人手） staff 2課　学習項目
ひとりぐらし（一人暮らし） living alone 8課　学習項目の練習
ひな chick 10課　聴解2
ひなん（非難） criticism 10課　学習項目の練習
ビニールがさ（ビニール傘） plastic umbrella 7課　プラスアルファ
ひにく（皮肉） irony 2課　プラスアルファ
ひぼん（非凡） extraordinary 2課　学習項目
ひまん（肥満） obesity 5課　学習項目の練習
ひみつ（秘密） secret 9課　学習項目の練習
ひめい（悲鳴） scream 6課　学習項目の練習
ひも string 9課　学習項目の練習
ひやくてき（飛躍的） dramatic 4課　学習項目の練習
ひやす（冷やす） cool 7課　学習項目の練習
ひよう（費用） cost 6課　学習項目
～びょう（秒）[0.7～] [0.7] seconds 10課　関連読み物
ひょうが（氷河） glacier 8課　関連読み物
ひょうがき（氷河期） ice age 8課　本文のキーワード
ひょうげん（表現） expression 1課　プラスアルファ
ひょうげんりょく（表現力） power of expression 4課　学習項目の練習
ひょうこう（標高） elevation 8課　関連読み物
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ひょうせつ（氷雪） snow and ice 7課　関連読み物
びょうどう（平等） equality 3課　キーワード
びょうどうせい（平等性） equality 3課　本文
ひょうばん（評判） reputation 3課　聴解2
ひょうめん（表面）[地球～] [earth's] surface 7課　扉のページ
ひらく（開く） open 5課　プラスアルファ
びりびりに in pieces 9課　学習項目
ひろうする（披露する） show off 2課　本文
ひろがる（広がる） spread 9課　学習項目の練習
ひろがる（広がる）[意欲が～] [willingness] broaden 4課　関連読み物
ひろがる（広がる）[人間関係が～] [human relations] broaden 5課　学習項目の練習
ひろげる（広げる） broaden 4課　関連読み物
ひろば（広場） forum 1課　学習項目の練習
ひろまる（広まる） spread 8課　関連読み物
ひわ（秘話） secret story 4課　学習項目
びん（瓶） bottle 8課　本文
ピンク pink 1課　本文
ひんこん（貧困） poverty 5課　キーワード
ひんぱんに（頻繁に） frequently 3課　学習項目の練習
ひんぷ（貧富） rich and poor 3課　キーワード
びんぼうゆすり（貧乏ゆすり） tapping one's foot 2課　関連読み物
ふあん（不安） anxiety 1課　本文
ぶい（部位） part 1課　キーワード
ふうけい（風景） landscape 6課　作文
ふうし（風刺） satire 9課　キーワード
ブーム boom 4課　学習項目の練習
ぶか（部下） junior 2課　学習項目の練習
ぶがいしゃ（部外者） outsider 8課　学習項目
ふかけつ（不可欠） essential 3課　学習項目の練習
ふかまる（深まる） deepen 8課　学習項目の練習
ふかみ（深み） depth 9課　学習項目の練習
ふかみどり（深緑） dark green 1課　聴解2
ふかめる（深める） deepen 4課　作文
ふきゅう（普及） diffusion 5課　学習項目の練習
ふきん（付近） vicinity 8課　本文
ふく（吹く）[ホルンを～] play [a horn] 1課　聴解2
ふくそう（服装） dress 3課　学習項目の練習
ふくむ（含む） include 1課　学習項目の練習
ふくめ（含め） including 1課　本文
ふくらはぎ calf 5課　関連読み物
ふくろ（袋） envelope 6課　プラスアルファ
ふこう（不幸） unfortunate 6課　関連読み物
ふさわしい suitable 4課　学習項目
ぶじ（無事） safety 9課　学習項目の練習
ふしぎ（不思議） strange 1課　関連読み物
ふそく（不足） shortage 2課　学習項目
ぶぞく（部族） tribe 1課　作文
ふたん（負担） burden 1課　本文
ふちどり border, edging 6課　作文
ふつうに（普通に） normally 9課　関連読み物
ふっきん（腹筋） abdominal muscles 5課　関連読み物
ぶっし（物資） supplies 9課　学習項目の練習
ぶつぶつこうかん（物々交換） bartering 2課　学習項目の練習
ふどう（不動） fixedness 10課　学習項目の練習
ふなたび（船旅） sea trip 2課　学習項目の練習
ぶなん（無難） safe 1課　関連読み物
ふにおちない（ふに落ちない） hard to swallow 2課　学習項目の練習
ふひつよう（不必要） unnecessary 3課　作文
ふびょうどう（不平等） inequality 3課　本文
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ぶぶん（部分）[一～] [one] part 4課　ことばを確かめよう
ふへい（不平） complaint 3課　学習項目の練習
ふまえる（踏まえる） be based on 4課　学習項目の練習
ふやす（増やす） increase 2課　学習項目の練習
プライベート private 3課　学習項目の練習
ブラウス blouse 1課　関連読み物
ふらふらする totter 2課　扉のページ
ブランド brand 2課　扉のページ
ふりかえる（振り返る） look back 2課　関連読み物
ふりこむ（振り込む） pay into a bank account 6課　プラスアルファ
ふる（振る）[腕を～] wave [one's arms] 5課　関連読み物
ふるえる（震える） shake 6課　学習項目の練習
ふれあう（触れ合う）[野鳥と～] come into contact [with wild birds] 10課　学習項目の練習
プレゼンテーション presentation 7課　ことばを確かめよう
ブログ blog 6課　学習項目の練習
プログラム program 1課　学習項目の練習
プロジェクト project 1課　学習項目の練習
ふろしき wrapping cloth 10課　ことばを確かめよう
プロセス process 4課　本文
プロフ profile 3課　学習項目の練習
ふんいき（雰囲気） atmosphere 9課　学習項目の練習
ぶんしん（分身） one's other self 8課　学習項目の練習
ふんすい（噴水） fountain 6課　関連読み物
ぶんせきする（分析する） analyze 4課　学習項目の練習
ぶんぷ（分布） distribution 8課　本文
ぶんめい（文明） civilization 5課　キーワード
ぶんるいする（分類する） classify 7課　関連読み物
へいき（平気） unaffected 2課　プラスアルファ
へいきん（平均） average 5課　学習項目の練習
へいせい（平成） Heisei era 3課　学習項目の練習
へいほう（平方） square 4課　扉のページ
へいぼん（平凡） ordinary 10課　プラスアルファ
へいめん（平面） plane, level 4課　扉のページ
ベージュ beige 1課　本文
ペースト paste 9課　学習項目の練習
ベスト vest 3課　聴解2
べつ（別）[勤務地～] by [work location] 3課　学習項目の練習
ペット pet 10課　学習項目の練習
ペットサービス pet service 10課　学習項目の練習
ペットシッター pet sitter 10課　学習項目の練習
ペットボトル PET bottle 3課　ことばを確かめよう
べつべつの（別々の） separate 10課　関連読み物
へび（蛇） snake 6課　学習項目の練習
ベビーカー stroller, pushchair 6課　ラスアルファ
へらす（減らす） reduce 1課　学習項目の練習
へる（経る） go through 10課　キーワード
へる（減る） decrease 8課　本文
へんか（変化） change 5課　キーワード
べんがく（勉学） study 3課　本文
ペンケース pencil case 4課　学習項目の練習
へんこう（変更） change 1課　学習項目の練習

べんざいてん（弁財天）
Benzaiten, Bhuddist goddess of wealth,

 water and eloquence
6課　関連読み物

べんとう（弁当） boxed lunch 5課　学習項目
ほいくしゃ（保育者） child-care workers 5課　本文
ほうげん（方言） dialect 10課　キーワード
ほうこうせい（方向性） direction 4課　学習項目の練習
ほうこくしょ（報告書） report 7課　学習項目の練習
ぼうし（防止） prevention 6課　作文
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ほうしゅつする（放出する） discharge 7課　関連読み物
ほうしょうきん（報奨金） reward 5課　学習項目の練習
ぼうすい（防水） waterproof 7課　学習項目の練習
ほうそう（包装） packaging 7課　プラスアルファ
ほうそうきょく（放送局） broadcast station 2課　本文
ほうどう（報道） press 8課　学習項目
ほうにちきゃく（訪日客） visitor to Japan 8課　学習項目の練習
ぼうねんかい（忘年会） year-end party 3課　学習項目
ぼうはん（防犯） crime prevention 3課　学習項目の練習
ほうび（褒美） reward 9課　扉のページ
ほうふ（豊富） abundantly 5課　キーワード
ほうべん（方便） expedient 2課　プラスアルファ
ほうほう（方法） method 4課　キーワード
ほうりつ（法律） law 9課　ことばを確かめよう
ほお cheek 2課　本文
ホームページ home page 1課　学習項目
ほくぶ（北部） northern part 2課　作文
ほくべい（北米） North America 8課　本文
ほけん（保険） insurance 10課　学習項目の練習
ぼご（母語） native language 10課　作文
ぼこう（母校） one's old school 6課　学習項目の練習
ほごする（保護する） protect 3課　本文
ぼしゅうする（募集する） recruit 3課　学習項目
ほじょ（補助） assistance 6課　学習項目
ほしょうする（保証する） ensure 5課　本文
ほしょく（補色） complementary color 1課　キーワード
ほすいする（保水する） retain water 7課　関連読み物
ポップカルチャー pop culture 9課　関連読み物
ほど[2万年～] about [20,000 years] 8課　本文
ボトルネック bottleneck 8課　本文
ほほえましい smile-provoking 2課　本文
ほほえみ smile 10課　関連読み物
ほほえむ smile 2課　本文
ボランティア volunteer 1課　学習項目
ほりかえす（掘り返す） dig up 2課　本文
ポリフェノール polyphenol 1課　学習項目の練習
ほる（掘る） dig 9課　扉のページ
ホルン horn 1課　聴解2
ほんてん（本店） head office 6課　本文
ほんにん（本人） the person him/herself 6課　学習項目の練習
ほんぶん（本文） text 1課　キーワード
ほんめい（本命） favorite 8課　ことばを確かめよう
ほんやくする（翻訳する） translate 9課　関連読み物
ほんらい（本来） essentially 10課　ことばを確かめよう
まいこむ（舞い込む） come 6課　関連読み物
マイペース at one's own pace 8課　作文
まいぼつする（埋没する） be buried 1課　関連読み物
まきこむ（巻き込む） involve 2課　学習項目の練習
まぎわ（間際） on the point 2課　学習項目の練習
まく（巻く） roll 6課　学習項目の練習
まげのばす（曲げ伸ばす） bend and stretch 5課　関連読み物
まげる（曲げる） bend 5課　プラスアルファ
まこと（誠） the truth 2課　プラスアルファ
まじえる（交える） throw in 7課　作文
まちあいしつ（待合室） waiting room 1課　本文
まちなか（街中） in town 1課　聴解2
まっか（真っ赤） bright red 1課　プラスアルファ
まっさお（真っ青） deep blue 1課　プラスアルファ
まっしろ（真っ白） pure white 1課　プラスアルファ
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まったく（全く） completely 6課　ことばを確かめよう
マップ map 4課　学習項目の練習
まつり（祭り） festival 2課　学習項目
まどぐち（窓口） counter 1課　学習項目の練習
まとめる collect 2課　学習項目
マナー[服装～] [dress] manner, code 3課　学習項目の練習
まなつ（真夏） mid-summer 1課　学習項目の練習
まなぶ（学ぶ） learn 10課　本文
まぬかれる（免れる） avoid 10課　学習項目の練習
マネー[電子～] [electronic] money 6課　扉のぺージ
まねき（招き） invitation 2課　扉のページ
まねる imitate 10課　本文
まみず（真水） fresh water 7課　学習項目の練習
まもり（守り） protection 1課　関連読み物
まもる（守る） observe 7課　学習項目
まよう（迷う） be perplexed 6課　学習項目の練習
マラソンたいかい（マラソン大会） marathon race 8課　ことばを確かめよう
マリンスポーツ marine sports 5課　学習項目の練習
まるで as if 10課　本文
まわす（回す） swing 5課　作文
まわる（回る） go round 6課　扉のぺージ
まんいん（満員） full 8課　学習項目
まんが（漫画） manga, comic 9課　扉のページ
まんさい（満載） being packed with 9課　学習項目の練習
マンション condominium 3課　学習項目
まんぞくする（満足する） be satisfied 4課　学習項目
みいだす（見いだす） discover 6課　本文
ミイラ mummy 8課　関連読み物
みうごき（身動き） movement 2課　本文
みかく（味覚） sense of taste 10課　学習項目の練習
みかた（見方） angle 4課　本文
みきわめ（見極め） determining 6課　学習項目の練習
みきわめる（見極める） determine 4課　学習項目の練習
みごとに（見事に） brilliantly 8課　学習項目
みじか（身近） familiar 8課　学習項目の練習
みずから（自ら） by oneself 6課　本文
みずたま（水玉） polka dot 3課　プラスアルファ
みずひき（水引） Mizuhiki (decorative Japanese cord) 6課　プラスアルファ
みずびたし（水浸し） flooded 7課　関連読み物
みぢかに（身近に） close 7課　学習項目の練習
みっちゃくする（密着する） be in close contact 9課　本文
みつめあう（見つめ合う） stare at each other 10課　関連読み物
みとおし（見通し） outlook 6課　内容を確かめよう
みとめる（認める） acknowledge 10課　学習項目
みなおし（見直し） reexamine 3課　学習項目の練習
みなおす（見直す） reexamine 4課　関連読み物
みなさま（皆様） everyone 1課　学習項目の練習
みぬく（見抜く） see through 2課　関連読み物
ミネラルウオーター mineral water 7課　聴解2
みまん（未満） under 10課　学習項目の練習
みりょくてきに（魅力的に） attractively 9課　学習項目の練習
みるみるうちに instantly 9課　扉のページ
みんぞく（民族） ethnic group 8課　本文のキーワード
むかしばなし（昔話） old tale 9課　扉のページ
むかしむかし（昔々） once upon a time 9課　扉のページ
むきあう（向き合う）[子供に～] face [children] 5課　学習項目

むきあう（向き合う）[面と～]
　＊面と向き合って

＊face to face 10課　学習項目の練習

むこう（無効） invalid 6課　プラスアルファ
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むじ（無地） plain 3課　プラスアルファ

むすびきり（結び切り）

Musubikiri (decorative ribbon fastening for

 Japanese wedding gift envelopes or

 monetary offering for funeral envelopes,

 etc.)

6課　プラスアルファ

むすぶ（結ぶ） link 4課　扉のページ
むせきにん（無責任） irresponsibility 8課　学習項目の練習
むだ（無駄） wasterful 3課　本文
むだづかい（無駄遣い） waste 7課　キーワード
むっとする be sullen 9課　プラスアルファ
むね（胸） chest 5課　プラスアルファ
むらさき（紫） purple 1課　学習項目の練習
むりやり（無理やり） forcefully 9課　扉のページ
むりょう（無料） free 6課　プラスアルファ
め（芽）[～を摘む] [nip in the] bud 3課　本文
めいがら（銘柄） brand 6課　学習項目の練習
めいしょう（名称） name 3課　プラスアルファ
めいじん（名人） expert 10課　学習項目の練習
めいぶつ（名物） feature 9課　学習項目の練習
めいわく（迷惑） annoying 1課　学習項目の練習
メーカー maker 7課　聴解2
めざましい（目覚ましい） remarkable 9課　学習項目の練習
めざましどけい（目覚まし時計） alarm clock 9課　プラスアルファ
めざめ（目覚め） waking 1課　学習項目の練習
めだつ（目立つ） stand out 1課　聴解2
メタボリック metabolic 6課　学習項目の練習
メタボリックシンドローム metabolic syndrome 5課　関連読み物
メダリスト medalist 5課　学習項目の練習
メッセージ message 10課　学習項目の練習
めにつく（目につく） be noticeable 1課　聴解2
めん（面） face 10課　学習項目の練習
めん（面）[地球温暖化の～] aspect [of global warming] 3課　学習項目の練習
めんきょ（免許） license 7課　学習項目の練習
めんせき（面積） area 4課　扉のページ
めんせつ（面接） interview 1課　関連読み物
もうける（設ける）[コーナーを～] put in [a corner] 9課　関連読み物
もうける（設ける）[時間を～] make [time] for 4課　学習項目の練習
もうしこみ（申し込み） application 6課　学習項目の練習
もえる（燃える） burn 9課　学習項目の練習
もくてき（目的） aim 3課　学習項目の練習
もくもくと（黙々と） silently 2課　学習項目の練習
モグラ mole 2課　本文
もけい（模型） model 4課　関連読み物
もじ（文字） character 1課　内容を確かめよう
もじばん（文字盤） dial 4課　プラスアルファ
もちいる（用いる） use 1課　本文
もちかえる（持ち帰る） take home 8課　プラスアルファ
もちつき pounding mochi (sticky rice) 9課　扉のページ
もちぬし（持ち主） owner 6課　ことばを確かめよう
もちはこぶ（持ち運ぶ） carry 3課　ことばを確かめよう
もったいない wasteful 1課　関連読み物
もと（下） place 9課　学習項目の練習
もとで（元手） capital 2課　学習項目の練習
もとめる（求める）[個性を～] look for [individuality] 1課　関連読み物
もとめる（求める）[答えを～] seek [an answer] 4課　本文
もとめる（求める）[対応を～] ask [for action] 1課　本文
もともと originally 6課　本文
ものがたり（物語） story 9課　扉のページ
ものすごい terrible 10課　学習項目の練習

36



『中級を学ぼう　日本語の文型と表現82　中級中期』
 索引 英語訳付き

ものたりない（物足りない） missing 9課　学習項目の練習
ものわすれ（物忘れ） forgetfulness 9課　ことばを確かめよう
ものをいう（物を言う） mean a lot 4課　作文
もも thigh 5課　プラスアルファ
もやす（燃やす） burn 6課　本文
もりあがる（盛り上がる） become lively 7課　学習項目の練習
もれる（洩れる）[関係者に～] leak out [to the person concerned] 8課　学習項目
モンキー monkey 10課　関連読み物
もんく（文句） complaint 4課　学習項目
もんだいしする（問題視する） see as a problem 4課　学習項目の練習
もんだいてん（問題点） problem 3課　作文

もんぶかがくしょう（文部科学省）
Ministry of Education, Culture, Sports,

 Science and Technology
3課　学習項目の練習

やきゅう（野球） baseball 7課　ことばを確かめよう
やく（焼く） bake 9課　学習項目の練習
やく（約） about 1課　学習項目の練習
やく（役）[聞き～] the role [of listener] 2課　関連読み物
やくしょ（役所） government office 9課　学習項目の練習
やさしい（優しい） gentle 1課　本文
やすあがり（安上がり） economical 3課　本文
やちょう（野鳥） wild bird 10課　学習項目の練習
やね（屋根） roof 9課　学習項目の練習
やぶく（破く） tear 9課　学習項目の練習
やむをえない unavoidable 7課　学習項目
やめる（辞める）[会社を～] quite [a company] 3課　学習項目
やりがい worthwhile 1課　学習項目の練習
やりとり（やり取り） exchange 4課　学習項目の練習

やるき（やる気）[～を起こす]
　＊やる気を起こす

＊be motivated 5課　本文

やわらげる（和らげる） soften 1課　学習項目の練習
ゆいごん（遺言） will 3課　学習項目の練習
ゆういぎに（有意義に） meaningfully 6課　関連読み物
ゆううつ gloom 1課　本文
ゆうえんち（遊園地） amusement park 6課　プラスアルファ
ゆうがいぶっしつ（有害物質） harmful substance 10課　学習項目の練習
ゆうき（勇気） courage 1課　学習項目の練習
ゆうこうに（有効に） effectively 4課　学習項目の練習
ゆうさんそ（有酸素）[～運動] aerobic [exercise] 5課　関連読み物
ゆうしゅう（優秀） excellent 9課　関連読み物
ゆうじょう（友情） friendship 8課　学習項目の練習
ゆうしょう（優勝） victory 5課　学習項目の練習
ゆうじん（友人） friend 8課　学習項目の練習
ゆうすう（有数）[日本～] [Japan's] leading 10課　学習項目
ゆうせん（優先） preference 9課　学習項目の練習
ゆうち（誘致） attraction 3課　学習項目
ゆうちかつどう（誘致活動） activities to attract tourists 8課　学習項目の練習
ゆうびんぶつ（郵便物） mail, post 6課　学習項目の練習
ゆうびんポスト（郵便ポスト） post box 1課　聴解2
ユーモア humor 2課　扉のページ
ユーモラス humorous 2課　作文
ゆうよう（有用） useful 7課　関連読み物
ゆうり（有利） advantageous 4課　作文
ゆうりょう（有料） pay 7課　聴解2
ゆうりょく（有力） powerful 8課　ことばを確かめよう
ゆか（床） floor 1課　本文
ゆきづまる（行き詰まる） get stuck 6課　学習項目の練習
ゆきとどく（行き届く） be attentive to 9課　学習項目の練習
ゆくえ（行方） whereabouts 6課　キーワード
ゆしゅつひん（輸出品） export goods 9課　関連読み物

37



『中級を学ぼう　日本語の文型と表現82　中級中期』
 索引 英語訳付き

ゆたか（豊か） rich 4課　作文
ゆるす（許す） forgive 2課　本文
ゆるむ（緩む） become loose 2課　キーワード
ゆるめる（緩める） relax 2課　本文
よう（酔う） get drunk 2課　扉のページ
よう（用）[鑑賞～] [ornamental] use 8課　プラスアルファ
よう（酔う）[バスに～] get travel sick [on a bus] 1課　プラスアルファ
よういく（養育） bringing up 2課　学習項目
ようき（容器） container 7課　プラスアルファ
ようき（陽気） cheerful 8課　作文
ようす scene 9課　扉のページ
ようすい（用水） usable water 7課　学習項目の練習
ようちょう（幼鳥） infant bird 10課　本文
よきする（予期する） expect 8課　学習項目
よく（欲） greed 6課　関連読み物
よくばり（欲張り） greedy 9課　扉のページ
よこづな（横綱） Yokozuna, grand champion 3課　学習項目の練習
よごれ（汚れ） dirt 6課　本文
よしあし good or bad 1課　学習項目
よせる（寄せる） send 2課　本文
よせる（寄せる）[意見を～] send [an opinion] 3課　学習項目
ヨット yachting 5課　学習項目の練習
よどみなく fluently 2課　関連読み物
よびかける（呼びかける） call out 2課　関連読み物
よぼう（予防） prevention 1課　学習項目の練習
よゆう（余裕） room 5課　関連読み物
よろこばしい（喜ばしい） delightful 2課　学習項目の練習
よろこび（喜び） joy 4課　作文
よろこぶ（喜ぶ） be delighted 9課　扉のページ
らいてん（来店） coming to our store 7課　学習項目の練習
らく（楽） relaxed 2課　本文
りかいする（理解する） understand 4課　学習項目の練習
りきし（力士） sumo wrestler 3課　学習項目の練習
りく（陸） land 7課　扉のページ
りくじょう（陸上） land 7課　関連読み物
りくつ（理屈） reason 4課　学習項目
リクルートスーツ job-interview suit 1課　関連読み物
りこてき（利己的） selfish 8課　作文
リサイクルほう（リサイクル法） recycling law 1課　学習項目の練習
リスト list 6課　ことばを確かめよう
りせいてき（理性的） rational 8課　作文
りったい（立体） solid 4課　キーワード
りっぽう（立方） cube 4課　扉のページ
りっぽうたい（立方体） cube 4課　扉のページ
りてん（利点） advantage 3課　作文
リニューアルする refurbish 1課　本文
りふじん（理不尽） unreasonable 8課　学習項目
リフレッシュ refresh 5課　学習項目の練習
りべん（利便） convenience 3課　キーワード
りべんせい（利便性） convenience 3課　本文
りゃっき（略記） abbreviation 9課　関連読み物
りゆう（理由） reason 3課　作文
りゅうがく（留学） study abroad 3課　学習項目
りゅうこうする（流行する） be in fashion 1課　学習項目
りゅうつうする（流通する） circulate 6課　聴解2
りょう（量） amount 6課　本文
りょう（料）[手数～] [handling] fee 6課　学習項目の練習
りょうし（猟師） hunter 8課　関連読み物
りょうせん（りょう線） edge 8課　学習項目の練習
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りょうろん（両論） opinions of both sides 3課　キーワード
りょく（力）[活用～] [utlization] ability 4課　関連読み物
りょっか（緑化） greening 8課　学習項目の練習
リラックス relax 2課　学習項目
りんじん（隣人） neighbor 8課　聴解2
りんり（倫理）[職業～] [professional] ethics 5課　学習項目の練習
るいじてん（類似点） point of similarity 10課　扉のページ
るいじんえん（類人猿） ape 10課　扉のページ
ルール rule 5課　作文
レイアウト layout 9課　学習項目
れいがい（例外） exception 6課　学習項目の練習
れいせい（冷静） calm 1課　扉のページ
れいちょうるい（霊長類） primate 10課　関連読み物
れきだい（歴代） successive generations 3課　学習項目の練習
レジぶくろ（レジ袋） shopping bag 7課　プラスアルファ
レジャー leisure 10課　学習項目の練習
レベル level 10課　学習項目
れんあい（恋愛） love 9課　学習項目の練習
れんきゅう（連休） consecutive holidays 2課　学習項目の練習
れんぞく（連続） consecutive 5課　学習項目の練習
れんたいかん（連帯感） feelings of solidarity 3課　学習項目の練習
ろうじん（老人） old people 1課　ことばを確かめよう
ろうどうしゃ（労働者） labor 8課　学習項目
ろうや（牢屋） prison 9課　扉のページ
ログアウトする log out 1課　学習項目の練習
ログインする log in 1課　学習項目の練習
ロックバンドグループ rock band group 2課　学習項目の練習
ロビー lobby 9課　学習項目の練習
ワイシャツ dress shirt 1課　関連読み物
ワインレッド wine red 1課　学習項目の練習
わがしゃ（わが社） my company 3課　学習項目
わかつ（別つ）[たもとを～]　＊たもとを別つ ＊make a break with 10課　関連読み物
わかもの（若者） young people 3課　学習項目
わきでる（わき出る） come out 3課　学習項目
わきやく（わき役） supporting role 9課　学習項目の練習
わくせい（惑星） planet 7課　関連読み物
わける（分ける） separate 4課　本文
わずか only 2課　学習項目
わだい（話題） topic 8課　関連読み物
～わり（～割） ～ 10 percent 1課　学習項目の練習
わりばし（割り箸） disposable wooden chopsticks 7課　プラスアルファ
わりびき（割引） discount 7課　学習項目の練習
わる（割る（÷）） divide 4課　扉のページ
われわれ we 7課　学習項目の練習
ワンピース one-piece dress 3課　聴解2
ワンルーム one-room studio apartment 3課　学習項目
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