
※ The definitions supplied in this glossary are not intended as an exhaustive list; only meanings relevant to understanding the words 

as they appear in the text have been supplied.
　（この語彙リストでは、本書の文における意味のみを掲載しています。）
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『WEEKLY J  book1　日本語で話す６週間』語彙リスト（英語版） Unit 01

Unit 01

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

学歴 がくれき academic history
政治 せいじ politics, government
収入 しゅうにゅう income, revenue
住まい すまい residence, address
宗教 しゅうきょう religion
血液型 けつえきがた blood type
出身 しゅっしん home town (city, country, etc.)
歳 とし age
夢 ゆめ dream

聞いてみよう

抱負 ほうふ ambition, aspiration
ニックネーム nickname
専攻 せんこう major
経験 けいけん experience
期間 きかん period, term, interval

言葉を増やそう 付き合う つきあう to associate with, accompany, go out with 
(dating relationship)

将来 しょうらい future, prospects

【別冊】 スクリプト

機会 きかい chance, opportunity
休みを取る やすみをとる to take a holiday
一生懸命 いっしょうけんめい very hard, with all one's might
交流会 こうりゅうかい exchange meeting, gathering
参加する さんかする to participate
緊張する きんちょうする to feel tension, to be nervous
専攻 せんこう major
おしゃべりする to have a chat, to chitchat
カラオケ Karaoke
世話になる せわになる to receive favor, to be indebted
息子 むすこ son
娘 むすめ daughter
わくわくする to be exciting
挑戦する ちょうせんする to challenge, to defiance
迷惑をかける めいわくをかける to cause trouble, to annoy
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Unit 02

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

一人暮らし ひとりぐらし live alone
嘘をつく うそをつく to lie
始発（電車） しはつ（でんしゃ） first train
告白する こくはくする to confess (one's love)
サボる to play hooky, to skip school
大げんかする おおげんかする to quarrel, to have a big fight
一人旅 ひとりたび travelling alone
化粧をする けしょうをする to put on makeup

言葉を増やそう

スピーチ speech
転ぶ ころぶ to fall down, to fall over
けが injury
～ぶり after (period of time)
コンサート concert
中止 ちゅうし suspension
びっくりする to be surprised, to become surprised
ほっとする to feel relieved, to become relieved
がっかりする to be disapointed, to become disapointed
緊張する きんちょうする to be nervous
手作り てづくり handmade
サッカーチーム soccer team
～対～ ～たい～ versus
負ける まける to lose
親友 しんゆう best friend, good friend
地震 じしん earthquake
うれしい happy, glad, pleasant
寂しい さびしい lonely, lonesome
悔しい くやしい regrettable, vexing
怖い こわい scary, frightening
わくわくする to be exciting
悲しい かなしい sad, sorrowful
ドキドキする to throb

【別冊】 スクリプト

悔しい くやしい regrettable, vexing
一生懸命 いっしょうけんめい very hard, with all one's might
決まる きまる to be decided, to be settled
（面接を）受ける （めんせつを）うける to be interviewed, to go to an interview
緊張する きんちょうする to be nervous
以前 いぜん ago, sense, before, previous
びっくりする to be surprised, to become surprised
似ている にている resembling, similar (looking)
ワンピース dress
飼う かう to keep, to raise
悲しい かなしい sad, sorrowful
連れて行く つれていく to take someone along
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Unit 03

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

生活費 せいかつひ living expenses
道に迷う みちにまよう to get lost
地震 じしん earthquake
気候 きこう climate
インターネット internet
ホームステイ home-stay
アルバイト part-time job

言葉を増やそう

火事 かじ fire
事故 じこ accident, incident
事件 じけん event, affair, incident
泥棒 どろぼう thief, burglar
けが injury
台風 たいふう typhoon, hurricane
洪水 こうずい flood
（病気に）なる （びょうきに）なる to become (ill)
（事故に）遭う （じこに）あう to have an accident, to meet with an accident
起きる おきる to happen, to occur

【別冊】 スクリプト

足りる たりる to be sufficient, to be enough
慣れる なれる to grow accustomed to, to get familiar with
通じる つうじる to understand
通訳する つうやくする to interpret, to translate
安心する あんしんする to feel relief, to feel peace of mind
探す さがす to search, to seek
泊める とめる to lodge
連絡する れんらくする to contact, to get in touch
助かる たすかる to be saved, to be helpful
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Unit 04

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう
観光地 かんこうち tourist spot
名所 めいしょ famous place
名物 めいぶつ famous product

言葉を増やそう

建てる たてる to build, to construct
造る つくる to make, to produce
発見する はっけんする to discover, to detect
金閣寺 きんかくじ Kinkakuji (temple name)
ピラミッド Pyramid
観光客 かんこうきゃく tourist
上野公園 うえのこうえん Ueno Park
咲く さく to bloom
必ず かならず always, without exception
お土産 おみやげ souvenir, present
北 きた north
（南） みなみ south
（東） ひがし east
（西） にし west

【別冊】 スクリプト

観光地 かんこうち tourist spot
浅草 あさくさ Asakusa
お台場 おだいば Odaiba
建てる たてる to build, to construct
都内 とない metropolitan area
伝統的 でんとうてき traditional(ly)
お土産 おみやげ souvenir, present

まんじゅう steamed bun with fillings (meat, bean-paste, 
etc.)

人形焼き にんぎょうやき bean-paste filled cakes in the shape of a doll
新橋 しんばし Shimbashi
ゆりかもめ Yurikamome (similar to a monorail)
夜景 やけい night view
ショッピングセン
ター shopping center

ゲームセンター arcade
黒部ダム くろべダム Kurobe Dam
富山県 とやまけん Toyama-ken
造る つくる to make, to produce
観光客 かんこうきゃく tourist
ロープウェイ ropeway, aerial tram, cable car
楽 らく easily, with ease
壁 かべ wall
通る とおる to pass, to go through
発表 はっぴょう presentation
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Unit 05

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

ファミレス family restaurant (short for "ファミリー
レストラン ")

デジカメ digital camera (short for "デジタルカメラ")
割り勘 わりかん splitting the cost
メアド e-mail address (short for "メールアドレス")
激安 げきやす bargain priced
転職 てんしょく change of occupation

デパ地下 デパちか
basement of a deparment store (usually 
where groceries are sold) (short for "デ
パートの地下 ")

カーナビ car navigation system
両替 りょうがえ money exchange
方法 ほうほう method, process

言葉を増やそう

ゴミ trash
申込書 もうしこみしょ application form
家具 かぐ furniture
ボタン button
送る おくる to send, to dispatch
（お金を）下ろす （おかねを）おろす to withdraw money from one's account
捨てる すてる to throw away, to cast aside
（辞書を）ひく （じしょを）ひく to use a dictionary
予約する よやくする to reserve, make an appointment
記入する きにゅうする to fill in forms, to enter
組み立てる くみたてる to assemble, to set up, to contruct
払う はらう to pay
押す おす to push

【別冊】 スクリプト

北海道 ほっかいどう Hokkaido
お土産 おみやげ souvenir, present
焼く やく to bake, to grill
迷う まよう to lose one's way, to waver
助かる たすかる to be helpful
いる to need
ボタン button
押す おす to push
ゲーセン arcade (short for "ゲームセンター ")
ゲームセンター arcade
激安 げきやす bargain price
上司 じょうし superior, boss
アポを取る アポをとる to take an appointment
アポイントメント appointment
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Unit 06

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう
声を出す こえをだす to speak, to say
ジェスチャー gesture
声をかける こえをかける to greet, to call out

聞いてみよう アドバイスする to give advice

言葉を増やそう

笑う わらう to laugh, to smile
怒る おこる to get angry, to get mad
失敗する しっぱいする to fail, to make a mistake
勝つ かつ to win
説明 せつめい explanation
気がつく きがつく to notice, to become aware
なあんだ word said when slightly dissapointed
しまった darn it, oops
なるほど I see, Indeed
やったー hooray
ええ！？ huh!?
ラッキー Lucky
あれ？ eh?

【別冊】 スクリプト 別れる わかれる to break up (with lover)
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Unit 07

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

選ぶ えらぶ to choose, to select
ポイント point
デザイン design
サイズ size
機能 きのう function, feature
ブランド brand

聞いてみよう 気に入る きにいる to be pleased with, to suit

言葉を増やそう

ボタン button
押す おす to push
音 おと sound, noise
（音が）出る （おとが）でる to hear a sound
画面 がめん scene, picture, screen (TV, computer, etc…)
タッチする to touch
ライト light
つく to turn on (i.e. a light)
縦 たて stand up, set upwards
横 よこ lie horizontally, lie sideways
拡大する かくだいする to expand, to maginify
つまみ handle, knob
レバー lever
回す まわす to turn, to rotate
検索ページ けんさくページ internet search function
出てくる でてくる to come out, to appear
引く ひく to pull, to draw
縮小する しゅくしょうする to reduce
開く ひらく to open
閉じる とじる to close
消える きえる to turn off (i.e. a light)

【別冊】 スクリプト

画面 がめん scene, picture, screen (TV, computer, etc…)
ズーム zoom
機能 きのう function, feature
ボタン button
押す おす to push
拡大する かくだいする to expand, to magnify
操作 そうさ operation, processing
複雑 ふくざつ complex, complicated
単語 たんご word, vocabulary
調べる しらべる to examine, to investigate
文字盤 もじばん dial
デザイン design
気に入る きにいる to be pleased with, to suit
タッチする to touch
ライト light
つく to turn on (i.e. a light)
丈夫 じょうぶ durable
持ち運び もちはこび carry, transport
ポケット pocket
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Unit 08

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】 答えてみよう

相手 あいて companion, opponent
冷房 れいぼう cooling, air-conditioning
運ぶ はこぶ to cary, to transport
くつひも shoelace
ポケット pocket
ボタン button
本棚 ほんだな bookshelf
紙袋 かみぶくろ paper bag
ひも string, cord, lace
落ちる おちる to fall down, to drop
ほどける to come untied
とれる to come off, to be removed
こぼれる to spill, to fall out of
倒れる たおれる to fall, to fall over
（糸・ひもが）
切れる

（いと・ひもが）
きれる to cut, to break

パンフレット brochure, pamphlet
会議 かいぎ meeting, conference
部長 ぶちょう head of a department
時刻表 じこくひょう timetable, schedule
見てくる みてくる to go and see
聞いてくる きいてくる to go and ask
買ってくる かってくる to go and buy
取ってくる とってくる to go and take
呼んでくる よんでくる to go and call

【別冊】 スクリプト
暖房 だんぼう heating
具合が悪い ぐあいがわるい to not feel well
薬局 やっきょく pharmacy, drugstore
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Unit 09

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 思い出す おもいだす to recall, to remember
はやる to be popular, to come into fashion

言葉を増やそう

算数 さんすう arithmetic
地理 ちり geography
コメディ comedy
ままごと playing house
おにごっこ game of tag
プラモデル plastic model
空き地 あきち vacant land
人形遊び にんぎょうあそび play with dolls, play with puppets
美術 びじゅつ art, fine arts
歴史 れきし history
体育 たいいく physical education, gymnastics
かくれんぼ hide and seek
理科 りか science
屋上 おくじょう rooftop
トランプ playing cards
～番組 ～ばんぐみ ～ program (as in TV)
教科 きょうか subject, curriculum

【別冊】 スクリプト

はやる to be popular, to come into fashion
カードｹﾞｰﾑ card game
集める あつめる to collect
懐かしい なつかしい dear, desired, missed
放課後 ほうかご after school
ロックバンド rock band
虫 むし insect, bug
とる to catch
ショッピングモール shopping mall
ファーストフード fast food
コーヒーショップ coffee shop
ハイキング hiking
体を動かす からだをうごかす to move your body
最近 さいきん recently, these days
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Unit 10

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

ネイルサロン nail salon
居酒屋 いざかや bar, pub, tavern
コンサート concert
カラオケ Karaoke
芝居 しばい play, drama
試合 しあい match, game, bout, contest
パーティールーム party room
伝える つたえる to convery, to report, to communicate

言葉を増やそう

和室 わしつ Japanese-style room
洋室 ようしつ western-style room
通路側の席 つうろがわのせき aisle seat
窓側の席 まどがわのせき window seat
テーブル席 テーブルせき table seat
カウンター席 カウンターせき counter seat
指定席 していせき reserved seat
自由席 じゆうせき unreserved seat
本日 ほんじつ today
乗車駅 じょうしゃえき boarding station
降車駅 こうしゃえき exiting station
喫煙席 きつえんせき smoking seat
禁煙席 きんえんせき non-smoking seat

【別冊】 スクリプト

希望 きぼう hope, wish, aspiration
～泊～日 ～はく（ぱく）～か ～ nights～ days
～名様 ～めいさま ～ people
～室 ～しつ ～ room
和室 わしつ Japanese-style room
カット cut
カラー coloring
乗車駅 じょうしゃえき boarding station
指定席 していせき reserved seat
（部屋・席が）空く （へや・せきが）あく to be vacant
コース course
食べ放題 たべほうだい all you can eat
禁煙席 きんえんせき non-smoking seat
窓側 まどがわ window seat
テーブル席 テーブルせき table seat
禁煙席 きんえんせき non-smoking seat
（ご）連絡先 （ご）れんらくさき contact information
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Unit 11

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう
連絡をとる れんらくをとる to get in touch with
身近 みぢか near oneself, close to one, familiar
小学校 しょうがっこう elementary school

聞いてみよう
性格 せいかく character, personality
外見 がいけん outer appearance
似ている にている resembling, similar (looking)

言葉を増やそう

貿易（会社） ぼうえき（がいしゃ） trade (business), foreign trade (business)
通う かよう to commute, to attend
経営する けいえいする to manage
働く はたらく to work
勤める つとめる to work (for), to be emplyoed (at)
役所 やくしょ public or government office
警察 けいさつ police
大学院 だいがくいん graduate school
公務員 こうむいん government worker, public servant
教師 きょうし teacher
医者 いし doctor
銀行員 ぎんこういん banker
会社員 かいしゃいん office worker
主婦 しゅふ housewife
警察官 けいさつかん policeman, police officer
院生 いんせい graduate student
看護師 かんごし nurse
教授 きょうじゅ professor, teaching
痩せている やせている thin
太っている ふとっている fat
ぽっちゃりしている chubby
明るい あかるい bright, colorful, cheerful
おもしろい interesting, amusing
暗い くらい dark, gloomy
まじめ diligent, seriuos, honest
頑固 がんこ stubborn
わがまま selfishness
厳しい きびしい severe, strict, rigid
短気 たんき short tempered
うるさい noisy, loud, annoying
優しい やさしい nice, kind
おとなしい docile, quiet
恥ずかしがり屋 はずかしがりや shy
アクティブ active
しっかりしている reliable, steady
のんびりしている carefree

【別冊】 スクリプト

似ている にている resembling, similar (looking)
運動 うんどう motion, exercise
頑固 がんこ stubborn
そっくり exactly alike
性格 せいかく character, personality
のんびりしている carefree
恥ずかしがり屋 はずかしがりや shy person
明るい あかるい bright, colorful, cheerful
しっかりしている reliable, steady
ペンケース pen case
親友 しんゆう close friend, best friend
悩む なやむ to be worried, to be troubled
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Unit 12

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう
一人暮らし ひとりぐらし living alone
ルームメイト roommate
探す さがす to search for, to look for

言葉を増やそう

賛成 さんせい agreement, support, approval
大変 たいへん difficult, hard
間違っている まちがっている to be wrong, to be mistaken
損 そん damage, loss
複雑 ふくざつ complex, complicated
満足 まんぞく satisfaction, sufficient
必要 ひつよう necessary, essential
不満 ふまん dissatisfaction, discontent
得 とく gain, earn
楽 らく ease, comfort
不要 ふよう unnecessary, unneeded
反対 はんたい opposition, opposite, objection
正しい ただしい right, correct
簡単 かんたん simple
違う ちがう to differ, to vary
意見 いけん opinion, view

【別冊】 スクリプト

プライベートレッ
スン private lesson

練習 れんしゅう practice
確かに たしかに surely, certainly
上達する じょうたつする to improve, to progress
会話 かいわ conversation
労働時間 ろうどうじかん work time, labor time
残業する ざんぎょうする to work overtime
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Unit 13

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】 言葉を増やそう

ひじ elbow
指 ゆび finger
げっぷ belch, burp
つば saliva
はく spit, vomit
（足・腕を）組む （あし・うでを）くむ to cross/fold (one's arms, legs, etc.)
（鼻を）かむ （はなを）かむ to blow one's nose
（ひじを）つく lean on one's elbow
（指を）さす to point
持ち込む もちこむ to take something in, to bring something in
助手席 じょしゅせき passenger seat
シートベルト seatbelt
交通ルール こうつうルール traffic rules
（ルールを）破る （ルールを）やぶる to break (a rule)
（ルールを）守る （ルールを）まもる to follow (a rule)
（音を）たてる （おとを）たてる to make a sound
（音を）出す （おとを）だす to hear a sound
以下 いか not exceeding, below
以上 いじょう not less than, more
以内 いない within, inside of
車道 しゃどう a road
以外 いがい with the exception of
納豆 なっとう natto (fermented soybeans)

【別冊】 スクリプト

びっくりする to be surprised, to be amazed
見つかる みつかる to be found, to be discovered
罰金を払う ばっきんをはらう to pay a fine, to pay a penalty
帽子 ぼうし hat, cap
かぶる to wear (on head)
ラーメン ramen, ramen noodles
（帽子を）取る （ぼうしを）とる to take off one's hat
ひじをつく put your eblow's on the table
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Unit 14

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 気をつける きをつける to be careful, to pay attention
聞いてみよう 失敗をする しっぱいする to make a mistake, to fail

言葉を増やそう

間違い電話 まちがいでんわ wrong number
こぼす to spill, to grumble
ぶつける to run into
寝坊する ねぼうする to sleep in late
落とす おとす to drop
なくす to lose something
飲みすぎる のみすぎる to drink too much
転ぶ ころぶ to fall down, to fall over
乗り遅れる のりおくれる to miss (train, bus, etc.)
間違える まちがえる to make a mistake
かける to make (a phone call)
チャック zipper
開く あく to open
小指 こゆび little finger, pinky
角 かど corner
ぶつける to run into
こぼす to spill
落とす おとす to drop
忘れる わすれる to forget
恥ずかしい はずかしい shy, embarrassed
痛い いたい painful
大変 たいへん difficult, hard
悔しい くやしい regrettable
ショック shock
残念 ざんねん regret, disappointment
がっかりする to feel disappointed, to feel dejected

【別冊】 スクリプト

忘れる わすれる to forget, to leave carelessly
悔しい くやしい regrettable
恥ずかしい はずかしい shy, embarrassed
ぶつける to run into
逃げる にげる to escape, to run away
気をつける きをつける to be careful, to pay attention
ちゃんと properly
落とす おとす to drop
ショック shock
電池 でんち battery
換える かえる to replace
ポケット pocket
確認する かくにんする to confirm
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Unit 15

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

オタマジャクシ tadpole
降ってくる ふってくる to precipitate, to fall (rain)
巨大 きょだい giant, great man
地震 じしん earthquake
勝つ かつ to win

聞いてみよう 伝える つたえる to convey, to report
感想 かんそう impressions, thoughts

言葉を増やそう

捕まる つかまる to be caught, to be arrested
合格する ごうかくする to pass, to succeed
ぶつかる to run into
倒れる たおれる to fall, to collapse
逃げる にげる to escape, to run away
優勝する ゆうしょうする to be victorious
けがをする to injure
殺す ころす to kill
（宝くじに）当たる （たからくじに）あたる to win the lottery
だます to trick, to deceive
盗む ぬすむ to steal
発見する はっけんする to discover
犯人 はんにん offender, criminal
震度 しんど Japanese earthquake scale
マグニチュード magnitude
家事 かじ housework, chores
洪水 こうずい flood
死ぬ しぬ to die
事件 じけん incident
事故 じこ accident
災害 さいがい disaster

【別冊】

スクリプト

石川県 いしかわけん Ishikawa-ken
オタマジャクシ tadpole
～匹 ～ひき／ぴき／びき counter for small animals
気持ちが悪い きもちがわるい disgusting
カエル frog
不思議 ふしぎ wonder, miracle, strange, mystery
地震 じしん earthquake
マグニチュード magnitude
びっくりする to be surprised, to be amazed
ルームメイト roommate
東京タワー とうきょうタワー Tokyo Tower
曲がる まがる to bend, to curve
落ちる おちる to fall down, to drop
怖い こわい scary, frightening
オリンピック Olympics
勝つ かつ to win
決勝 けっしょう decision of a contest, finals (in sports)
～対～ ～たい～ ～ versus～
優勝する ゆうしょうする to be victorious
試合 しあい match, game, contest
応援する おうえんする to cheer on

スクリプト
（練習しよう）

実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth
宝くじ たからくじ lottery
当たる あたる to win the lottery
さっき some time ago
音がする おとがする to hear a sound
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本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【別冊】
スクリプト

（練習しよう）

ぶつかる to run into
けが人 けがにん wounded or injured person
天気予報 てんきよほう weather forecast, weather report
台風～号 たいふう～ごう Typhoon ～ (number)
沖縄 おきなわ Okinawa
近づく ちかづく to approach, to draw near
激しい はげしい violent, intense
洪水 こうずい flood
起きる おきる to occur
危険 きけん danger, hazard
速さ はやさ speed
北 きた north
向かう むかう to go towards
九州 きゅうしゅう Kyushu
上陸する じょうりくする to land, to hit land
交差点 こうさてん crossing, intersection
事故 じこ accident, trouble, incident
運ぶ はこぶ to carry, to transport
逃げる にげる to escape, to run away
捕まる つかまる to be caught, to be arrested
帽子 ぼうし hat, cap
かぶる to wear (on head)
ジーンズ jeans
情報 じょうほう news, information
身長 しんちょう height (of body)
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Unit 16

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

クリスマス Christmas
引っ越し ひっこし moving, changing residence
バレンタインデー Valentine's Day
就職 しゅうしょく finding emplyoment
お正月 おしょうがつ New Year's Day
出産 しゅっさん birth
入学 にゅうがく entry to school or university
～記念日 ～きねんび ～ anniversary
父の日 ちちのひ father's day
卒業 そつぎょう graduation
母の日 ははのひ mother's day
ベスト３ best 3

言葉を増やそう

道に迷う みちにまよう to get lost
落ち込む おちこむ to feel down (sad)
忘れ物 わすれもの lost article, something forgotten
貸す かす to lend, to loan
見送る みおくる to see off
目的地 もくてきち place of destination
連れて行く つれていく to take someone along
案内する あんないする to guide, to lead
紹介する しょうかいする to introduce
手伝う てつだう to help, to assist
車で送る くるまでおくる to see off by car
（パーティーを）
開く

（パーティーを）
ひらく to hold (a party)

励ます はげます to encourage, to cheer
お見舞い おみまい hospital visit, inquiry
ごちそうする to treat (someone)

【別冊】 スクリプト

カッコいい attractive, stylish, cool
合格する ごうかくする to pass, to succeed
丈夫 じょうぶ durable
気に入る きにいる to be pleased with
ホストファミリー host family
過ごす すごす to pass (time), to spend
お見舞い おみまい hospital visit, inquiry
送別会 そうべつかい farewell party
（パーティーを）
開く

（パーティーを）
ひらく to hold (a party)

宝物 たからもの treasure, treasured item
見送り みおくり seeing someone off, farewell, escort
涙が出る なみだがでる to shed tears
ガイドブック guide book
観光する かんこうする sightseeing
道に迷う みちにまよう to get lost
連れて行く つれていく to take someone along
助かる たすかる to be saved, to be helpful
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Unit 17

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう カッコいい attractive, stylish, cool

言葉を増やそう

写る うつる to be photographed
ネットに載せる ネットにのせる to publish to the internet
目を閉じる／つぶる めをとじる／つぶる to close eyes
笑う わらう to laugh, to smile
ピースをする peace sign (with fingers)
腕／肩を組む うで／かたをくむ to fold arms, to link arms
色 いろ color
柄 がら design, pattern
形 かたち shape, form, style
黄色 きいろ yellow
緑 みどり green
茶色 ちゃいろ light brown
紫 むらさき purple, violet
ベージュ beige
カーキ khaki
グレー grey
無地 むじ plain
ストライプ stripe
ボーダー horizontal stripe (t-shirt pattern)
チェック check, plaid
水玉 みずたま polkadot
半そで はんそで short sleeves
長そで ながそで long sleeves
Tシャツ t-shirt
帽子 ぼうし hat, cap
セーター sweater
眼鏡 めがね glasses
パンツ pants
スカート skirt
靴 くつ shoes
ネクタイ neck-tie
指輪 ゆびわ ring
かぶる to wear (on head)
かける to put on (glasses, etc.)
着る きる to wear (upper body)
はく to wear (lower body)

【別冊】 スクリプト

北海道 ほっかいどう Hokkaido
ピンク pink
コート coat
着る きる to wear (upper body)
お正月 おしょうがつ New Year's Day
久しぶり ひさしぶり it's been a while
おせち food served during New Years
初詣 はつもうで first shrine visit of Near Year
眼鏡 めがね glasses
かける to put on (glasses, etc.)
ボーダー horizontal stripe (t-shirt pattern)
セーター sweater
目をつぶる めをつぶる to close eyes
ピースをする peace sign (with fingers)
焼く やく to grill
びちょびちょになる to become saturated, to become wet
思い出 おもいで memories, recollections
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Unit 18

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

けんかをする to quarrel, to brawl, to fight
相手 あいて companion, partner, opponent
謝る あやまる to apologize
壊す こわす to break, to destroy
なくす to lose something
汚す よごす to pollute, to soil
傷つける きずつける to damage, to wound, to injure
約束 やくそく arrangement, promise, appointment
ドタキャン last-minute cancellation
遅れる おくれる to be late, to be delayed
忘れる わすれる to forget
嘘をつく うそをつく to lie
中身 なかみ contents, interior

言葉を増やそう

合格する ごうかくする to pass, to succeed
クラスメイト classmate
貸す かす to lend, to loan
借りる かりる to borrow, to rent
返す かえす to return (something)
頼む たのむ to request
謝る あやまる to apologize
遅れる おくれる to be late, to be delayed
間に合う まにあう to be in time for
後悔する こうかいする to regret, to repent
破る やぶる to tear
汚す よごす to pollute, to soil
壊す こわす to break, to destroy
割る わる to break
なくす to lose something
傷つける きずつける to damage, to wound, to injure
修理する しゅうりする to repair

【別冊】 スクリプト

忘れる わすれる to forget
気をつける きをつける to be careful
借りる かりる to borrow, to rent
入れる いれる to put in
この間 このあいだ the other day, recently
実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth,
表紙 ひょうし front cover, binding
破る やぶる to tear
引っかかる ひっかかる to be caught in
貼る はる to stick, to paste
気にする きにする to be on one's mind
乗り遅れる のりおくれる to miss (train, bus, etc.)
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Unit 19

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

ダイエットをする to diet
効果がある こうかがある effective, efficacy

牛丼 ぎゅうどん Gyudon (beef and onions placed on top of 
bowl of rice)

ラーメン Ramen
焼き肉 やきにく Yakiniku

聞いてみよう 忠告 ちゅうこく advice, warning
アドバイスをする to give advice

言葉を増やそう

体を壊す からだをこわす to harm your body
体に悪い からだにわるい bad for a body
力／元気が出る ちから／げんきがでる to cheer up
睡眠不足 すいみんぶそく lack of sleep
栄養 えいよう nutrition, nourishment
バランス balance
偏る かたよる to be one sided, to incline
気をつける きをつける to be careful
黄色い きいろい yellow
線 せん line, track
内側 うちがわ inside, interior
下がる さがる to move back, to fall back

【別冊】 スクリプト

調子が悪い ちょうしがわるい poor state of health
ダイエットする to diet
体にいい からだにいい good for the body
元気が出る げんきがでる to cheer up
痩せる やせる to become thin
顔色 かおいろ complexion
体を動かす からだをうごかす to move your body
残業する ざんぎょうする to work overtime
体を壊す からだをこわす to harm your body
時期 じき time, season, period
先輩 せんぱい senior
上司 じょうし boss
相談する そうだんする to give consulation
体に悪い からだにわるい bad for the body
バランス balance
危ない あぶない dangerous, risky
気をつける きをつける to be careful
落ちる おちる to fall down, to drop
転ぶ ころぶ to fall down, to fall over
指 ゆび finger
ぶつかる to run into
下がる さがる to move back, to fall back
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Unit 20

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

誘う さそう to invite, to ask
遅れる おくれる to be late, to be delayed
確認する かくにんする to confirm, to validate
告白する こくはくする to confess (love)
悩み なやみ trouble, sorrows
デート date
着く つく to arrive, to reach

聞いてみよう 用件 ようけん business, thing to be done

言葉を増やそう

間違い電話 まちがいでんわ wrong number
席を外す せきをはずす to leave one's seat
聞き取る ききとる to follow, to understand
相手 あいて companion, partner, opponent
留守 るす absence
留守番電話 るすばんでんわ answering machine
メッセージ message
かけ直す かけなおす to call again
残す のこす to leave (behind, over)
伝える つたえる to convey, to report
鳴る なる to ring, to sound
かかってくる to come (phone call)
（電話に）出る （でんわに）でる to answer (a phone)
（電話を）代わる （でんわを）かわる to hand over (a phone)
（電話を）切る （でんわを）きる to hang up (phone call)

【別冊】 スクリプト

かけ直す かけなおす to call again
都合が悪い つごうがわるい inconveniet
実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth,
帰国する きこくする to return to one's country
連れて行く つれていく to take someone along
寂しい さびしい lonely
気をつける きをつける to be careful, to take care
席を外す せきをはずす to leave one's seat
伝言 でんごん verbal message, word
迎えに行く むかえにいく to go to meet somebody
伝える つたえる to convey, to report
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Unit 21

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 声をかける こえをかける to greet, to call out to someone

聞いてみよう 押す おす to push, to press
転ぶ ころぶ to fall down, to fall over

言葉を増やそう

通訳 つうやく interpretation, translation
招待する しょうたいする to invite
注意する ちゅういする to warn
褒める ほめる to praise, to admire
踏む ふむ to step on
頼む たのむ to request, to ask
汚す よごす to pollute, to soil
壊す こわす to break, to destroy
間違える まちがえる to make a mistake

【別冊】 スクリプト

実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth,
押す おす to push, to press
転ぶ ころぶ to fall down, to fall over
傷 きず wound
薬 くすり medicine
取る とる to steal, to take
とめる to park
警察に届ける けいさつにとどける to take to the police
招待する しょうたいする to invite
スピーチ speech
頼む たのむ to request, to ask
チェック check
考える かんがえる to consider, to think about
いい勉強になる いいべんきょうになる it will be a good experience
注意する ちゅういする to warn
きちんと precisely, accurately
謝る あやまる to apologize
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Unit 22

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

睡眠時間 すいみんじかん sleeping hours
外食 がいしょく eating out
回数 かいすう number of times, frequency
運動する うんどうする to exercise
ストレス stress

言葉を増やそう

スナック菓子 スナックがし snack
月末 げつまつ end of the month
外食する がいしょくする to eat out
間食する かんしょくする to snack
残業する ざんぎょうする to work overtime
ぶらぶらする to stroll about
注文する ちゅうもんする to order
外出する がいしゅつする to go out
節約する せつやくする to save (ex. on power)
ごろごろする to idle about

【別冊】 スクリプト

慣れる なれる to grow accustomed to
残業 ざんぎょう overtime
ちゃんと properly, exactly
外食する がいしょくする to eat out
ラーメン Ramen
ハンバーガー Hamburger
ごろごろする to idle about
昼寝をする ひるねをする to nap
会話 かいわ conversation
レベル level
ごちそうする to treat someone
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Unit 23

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう
週末 しゅうまつ weekend
心に残る こころにのこる to remain in your heart (to remember)
落ち込む おちこむ to feel down

言葉を増やそう

テーブル table
スプーン spoon
フォーク fork
玄関 げんかん entranceway
壁 かべ wall
地震 じしん earthquake
起きる おきる to occur
落ちる おちる to fall down, to drop
本棚 ほんだな bookshelf
飾る かざる to decorate
貼る はる to stick, to paste
掛ける かける to hang
並べる ならべる to line up
置く おく to put, to place
流れる ながれる to play, to put on (music)
一軒屋 いっけんや detached house, single house
入口 いりぐち entrance
天井 てんじょう ceiling
家具 かぐ furniture
ベランダ balcony
床 ゆか floor
空気 くうき air
リラックス relax
雰囲気 ふんいき mood, atmosphere
香り かおり smell, fragrance
かぐ to sniff, to smell
心が落ち着く こころがおちつく to settle down

【別冊】 スクリプト

カフェ café
雰囲気 ふんいき mood, atmosphere
壁 かべ wall
波 なみ waves
音 おと sound
連れて行く つれていく to take someone along
東京タワー とうきょうタワー Tokyo Tower
展望台 てんぼうだい observation deck
望遠鏡 ぼうえんきょう telescope
貼る はる to stick, to paste
景色 けしき scenery, landscape
床 ゆか floor
ガラス glass
入れる いれる to put in
怖い こわい scary, frightening
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Unit 24

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】 言葉を増やそう

ホームステイ home stay
ジェットコースター rollercoaster
アルバイト part-time job
旅館 りょかん Japanese hotel, inn
温泉 おんせん hot spring
お祭り おまつり festival, carnival
お好み焼き おこのみやき Okonomiyaki, Japanese pancake
有名人 ゆうめいじん famous person
琴 こと harp, koto
チケット ticket
景色 けしき scenery, landscape
泊まる とまる to stay at (ex. a hotel)
参加する さんかする to participate, to attend

【別冊】 スクリプト

箱根 はこね Hakone
実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth,
秋 あき autumn, fall (season)
紅葉 こうよう autumn colors, fall colors
季節 きせつ season
大涌谷 おおわくだに Owakudani
湯気 ゆげ steam, vapor
ゆでたまご boiled egg
ますます increasingly
確かに たしかに surely, certainly
お好み焼き おこのみやき Okonomiyaki, Japanese pancake
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Unit 25

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 相手 あいて companion, partner, opponent
見かける みかける to notice, to (happen to) see

言葉を増やそう

ラジオ radio
家賃 やちん rent
信号 しんごう traffic lights
守る まもる to protect
順番 じゅんばん turn (in line), order of things
並ぶ ならぶ to line up
前髪 まえがみ bangs
割り込みする わりこみする to interrupt, to cut in line
無視する むしする to ignore
邪魔する じゃまする to hinder
イライラする to get irritated
ペラペラ fluent, fluency

【別冊】 スクリプト

通す とおす to let pass
並ぶ ならぶ to line up
禁煙席 きんえんせき non-smoking section
取り替える とりかえる to replace
汚れる よごれる to get dirty, to become dirty
気になる きになる to be on one's mind
イライラする to get irritated
ごみ trash
捨てる すてる to throw away
危ない あぶない dangerous
残業 ざんぎょう overtime
実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth,
声 こえ voice
大家さん おおやさん landlord
相談する そうだんする to consult
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Unit 26

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

カルテ clinical records
生年月日 せいねんがっぴ birth date
身長 しんちょう height (of body)
体重 たいじゅう body weight
性別 せいべつ sex, gender
血液型 けつえきがた blood type
汗かき あせかき sweaty
暑がり あつがり sensitive to heat (person)
寒がり さむがり sensitive to cold (person)
平均 へいきん average, balance
睡眠時間 すいみんじかん sleeping hours
健康状態 けんこうじょうたい (the condition of) one's health
アレルギー allergy
ほこり dust
花粉 かふん pollen
症状が出る しょうじょうがでる to show a symptom
好き嫌い すききらい likes and dislikes, taste

聞いてみよう

誘い さそい invitation
依頼 いらい request, dispatch
受ける うける to receive
断る ことわる to refuse, to reject

言葉を増やそう

涙 なみだ tears
くしゃみ sneeze
汗 あせ sweat
吐き気 はきけ nausea, sickness in the stomach
めまい dizziness
せき cough
しっしん rash, eczema
息 いき breath
声 こえ voice
鳥肌 とりはだ goose bumps
（おなかを）壊す こわす to damage your stomach, diarrhea
震える ふるえる to tremble
苦しい くるしい painful, difficult
酔う よう to get drunk

【別冊】 スクリプト

遊園地 ゆうえんち amusement park
チケット ticket
苦手 にがて poor (at), weak (in)
胃 い stomach
発表会 はっぴょうかい recital, presentation
司会 しかい chairmanship, leading a meeting
声が震える こえがふるえる trembling voice
実は じつは as a matter of fact, to tell you the truth,
せっかく with trouble, at great pains
飼う かう to keep, to raise
アレルギー allergy
くしゃみ sneeze
止まる とまる to stop
割引券 わりびきけん discount coupon or ticket
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Unit 27

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 似合う にあう to suit, to match

言葉を増やそう

たたく to strike, to tap, to beat
押す おす to push
褒める ほめる to praise, to admire
叱る しかる to scold
割り込む わりこむ to cut in, to interrupt
汚れる よごれる to get dirty, to become dirty
クラスメイト classmate
上司 じょうし boss
落とす おとす to drop, to lose

【別冊】 スクリプト

盗む ぬすむ to steal
交番に届ける こうばんにとどける return to police box
誘う さそう to invite
混む こむ to be crowded
背中 せなか back (of body)
押す おす to push
ぬれる to get wet
置く おく to put, to place
間違える まちがえる to maek a mistake (in)
招待する しょうたいする to invite
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Unit 28

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 形 かたち shape, form

言葉を増やそう

丸い まるい round, circular
四角い しかくい square, rectangular
薄い うすい thin, weak (taste), light
細長い ほそながい long and narrow
厚い あつい thick
三角 さんかく triangle
付く つく to be attached, to be connected with
とがる to become sharp
開く あく to open
曲がる まがる to bend, to curve
穴 あな hole, cave, den
先 さき before, ahead
ふた cover, lid

【別冊】 スクリプト

探す さがす to search, to seek
手の平 てのひら palmo of the hand
ラケット racket
形 かたち shape
できる made from
紙袋 かみぶくろ paper bag
プラスチック plastic
靴 くつ shoes
はく to put on (lower body)
先 さき before, ahead
曲がる まがる to bend, to curve
開ける あける to open
栓 せん plug, cork
栓抜き せんぬき corkscrew, bottle opener
テープ tape
出る でる to go out, to exit
修正テープ しゅうせいテープ correction tape
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Unit 29

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう

準備をする じゅんびをする to make preperations
国内旅行 こくないりょこう domestic travel
キャンプ camp
ホームステイ homestay

聞いてみよう アドバイスをする to give advice

言葉を増やそう

お菓子 おかし sweets, candy
開店 かいてん opening (of a shop)
帰国する きこくする to return to ones country
送別会 そうべつかい fairwell party
顔色 かおいろ complexion
アルバイト先 アルバイトさき part-time job
面接 めんせつ interview
体調 たいちょう physical condition
待ち合わせ まちあわせ appointment
変更 へんこう change
調べる しらべる to look up
開く ひらく to open
受ける うける to receive, to get
迷う まよう to lose one's way
忘れる わすれる to forget
連絡する れんらくする to contact, to get in touch
間違える まちがえる to make a mistake (in)
酔う よう to get drunk
冷やす ひやす to cool, to chill
温める あたためる to warm, to heat
崩す くずす to make change (money)
歯ブラシ はブラシ tooth brush
歯磨き粉 はみがきこ tooth paste
薬 くすり medicine
水着 みずぎ bathing suit
日焼け止め ひやけどめ sunscreen, suntan lotion
現金 げんきん cash
クレジットカード credit card

【別冊】 スクリプト

準備 じゅんび preparation, setup
予約をする よやくをする to make a reservation, to make an appointment
連絡をする れんらくをする to contact, to get in touch
相談する そうだんする to give consultation
メッセージ message
助かる たすかる to be saved
時期 じき time, season, period
観光客 かんこうきゃく tourist
調べる しらべる to look up
道に迷う みちにまよう to get lost
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Unit 30

本冊／別冊 パート 日本語 読み方 英語

【本冊】

答えてみよう 調べる しらべる to look up

聞いてみよう
問い合わせる といあわせる to inquire, to seek information
記事 きじ article, news story
聞き返す ききかえす to ask in return, to ask again

言葉を増やそう

無料 むりょう free
徒歩 とほ walking
最寄り駅 もよりえき nearest station
交通手段 こうつうしゅだん means of transportation
入場料 にゅうじょうりょう entrance fee, admission fee
営業時間 えいぎょうじかん business hours

休館日 きゅうかんび closed day (the place which the end is "館 " 
like "図書館 ","美術館 ".)

体験 たいけん personal experience
参加費 さんかひ entrance fee, participation fee
平日 へいじつ weekday

閉園時間 へいえんじかん closing time  (the place which the end is "
園 " like "動物園 ","公園 ".)

割引 わりびき discount, rebate
日時 にちじ date and time
団体 だんたい group

休園日 きゅうえんび closed day (the place which the end is "園 " 
like "動物園 ","公園 ".)

必要 ひつよう necessary, needed
ただ free
方法 ほうほう method, process
参加する さんかする to participate
グループ group

【別冊】 スクリプト

うかがう to ask, to inquire

休館日 きゅうかんび closed day (the place which the end is "館 " 
like "図書館 ","美術館 ".)

団体割引 だんたいわりびき group discount
～名様 ～めいさま ～ (number of people)
最寄駅 もよりえき nearest station
～番出口 ～ばんでぐち ～ (station exit number)
食品サンプル しょくひんサンプル food sample
体験 たいけん personal experience
祝日 しゅくじつ national holiday
以外 いがい with the exception of
ナショナルホリデー national holiday
以上 いじょう not less than
連絡する れんらくする to contact, to get in touch


