
ぶつり（てきな） 物理（的な） (8-3) 物理（上的） 

ふと～（する）   (5-2) 偶然，一下，突然，忽然 

ふとうこう 不登校 (8-3) 不上学，旷课 

ふどうさんや 不動産屋 (1-1) 不动产 

ふとじ 太字 (7-1) 粗笔字。黑字 

ぶぶん（てきな） 部分（的な） (1-3) 部分（性的） 

ふまん 不満 (5-3) 不满，不满意，不满足 

ブラジル   (4-1) 巴西 

フラストレーション   (8-3) 挫折，受挫 

プラネタリウム   (4-3) 天象仪 

フランス   (2-1) 法国 

～ふりをする   (3-3) 装作，假装 

プリント・アウト（する）   (4-3) 打印 

ふる 振る (8-2) 挥，摇，摆。撒，丢，扔。甩，拒绝 

フレッシュ・ジュース   (8-2) 新鲜果汁 

プロ   (7-1) 专业，职业 

プログラミング（する）   (8-1) 订计划。编程序 

プログラム（する）   (8-1) 节目单。计划表，进程表。程序 

プロジェクト   (4-3) 研究课题计划 

プロポーズ（する）   (6-2) 求婚 

ふんいき 雰囲気 (8-1) 气氛 

ぶんけい 文型 (2-1) 句型 

ぶんぽう 文法 (8-1) 语法 

ぶんるい（する） 分類（する） (1-3) 分类 

 
へ    

ペア   (1-1) 一双，一对，（两个）一组 

ヘアスタイル   (6-2) 发型，头型 

へいきんじゅみょう 平均寿命 (4-2) 平均寿命 

へいわこうえん 平和公園 (2-3) 和平公园 

ぺきん 北京 (8-1) 北京 

ベストシーズン   (2-2) 最好的季节 

べっこう べっ甲 (2-3) 玳瑁 

ベッドルーム   (4-3) 卧室，寝室 

べつに（～ない） 別に (6-1) 并（不），特别 

べつの 別の (1-3) 另外的 

べつべつに 別々に (6-2) 分开，各自，分别 



ベトナム   (2-1) 越南 

ベネチアン・ガラス   (2-3) 威尼斯玻璃 

ペパーミント   (7-2) 薄荷 

へやじゅう 部屋中 (7-2) 整个房间 

へる 減る (3-1) 减少。磨损。饿 

ヘルシー   (7-1) 健康 

～へん ～編 解答編 ～篇 

へんか（する） 変化（する） (3-1) 变化，变更 

べんごし 弁護士 (1-1) 律师 

べんざ 便座 (4-3) 马桶座 

ペンダント   (2-3) （服装）垂饰（耳环等）。吊灯 

 
ほ    

～ほう ～法 (7-1) ～式，～法 

ほうがく 法学 (8-1) 法学 

ほうこく（する） 報告（する） (3-2) 报告，汇报 

ほうそうし 包装紙 (3-3) 包装纸 

ほうほう 方法 (4-3) 方法，办法 

ぼうりょく 暴力 (8-3) 暴力 

ホーチミン   (2-1) 胡志明 

ポート・フィリップわん ポート・フィリップ湾 (2-3) 菲利浦海湾 

ボーナス   (5-3) 奖金 

ホームステイ   (3-2) 为学习语言等居住在一般家庭中的一

段时期 

ほかに 他に (2-1) 另外，除此之外 

ほかの 他の (1-3) 别的，另外的，其他的 

ぼくじょう 牧場 (1-2) 牧场，牧地 

ほくべい 北米 (7-3) 北美 

ほけん 保険 (1-1) 保险 

ぼご 母語 (5-1) 母语 

ほしゅてき（な） 保守的（な） (3-2) 保守的 

ホストファミリー   (3-3) 家庭旅店 

ホタル   (1-2) 萤火虫 

ホトトギス   (1-3) 杜鹃 

ほら   (1-1) 喂，喏，瞧 

ポルトガル   (2-3) 葡萄牙 

ほんき 本気 (4-1) 真的，真实。认真 



ほんとうの 本当の (1-3) 真的，真实的，正确的 

ほんとうは 本当は (1-3) 本来，正常 

ほんにん 本人 (7-3) 本人 

ほんね 本音 (7-3) 真话，真心话 

ほんの   (7-2) 实在，不过，仅仅，一点点 

ほんやくき 翻訳機 (4-2) 翻译机 

 
ま    

マイクロフォン   (4-3) 微型话筒 

マイペース   (1-3) 自己的作法，自己的一套 

まえむき 前向き (1-3) 朝前看，积极。面向前方，面向正面 

まく 巻く (2-1) 卷，卷上。卷起。缠上。拧（发条） 

まけずぎらい（な） 負けず嫌い（な） (1-3) 好强，不认输 

まご 孫 (6-3) 孙子 

まさか   (5-2) 莫非，难道。万一，一旦 

マスターズ・ゴルフ   (2-3) 美国乔治亚州每年一度的高尔夫球赛 

まぜる 混ぜる (7-2) 掺合，掺杂，加进。搅合，搅拌。插嘴

まち 街 (2-2) 城市，城镇，集镇。大街 

まちがい 間違い (5-1) 错误，过错，差错 

まちがっている 間違っている (1-1) 错了 

～まつ ～末 (5-1) ～末，～底 

まっきガン 末期ガン (7-3) 癌症末期 

まつり 祭り (2-1) 庙会，祭祀 

まとめる   (5-3) 汇总，汇集。解决，了结，调停。整理，

归纳 

マナー   (3-3) 礼貌，礼节，礼法。态度，举止，风度

マニラ   (3-1) 马尼拉(菲律宾的首都） 

マニラわん マニラ湾 (3-1) 马尼拉湾 

まもる 守る (6-1) 遵守，保守，保持。注视，凝视 

まよう 迷う (1-2) 犹豫，优柔寡断。迷失（方向）。着迷

マンション   (4-1) 高级公寓 

 
み    

みあげる 見上げる (5-2) 仰视，抬头看。尊敬，钦佩，敬重 

ミートパイ   (2-3) 肉饼，肉派 

みおくる 見送る (5-2) 目送，送行，送别。送终。送殡。静观

みかた 見方 (1-3) 见解，看法，想法 



みかた 味方 (6-2) 我方，同伙，伙伴 

みぢか（な） 身近（な） (5-3) 身边（的），切身（的） 

みっしつ 密室 (5-1) 密室 

    

みとめる 認める (7-3) 承认。赏识，重视。看到。断定，认为。

准许 

みなみアメリカ 南アメリカ (2-3) 南美洲 

みなみシナかい 南シナ海 (2-1) 南支那海 

みなみはんきゅう 南半球 (2-3) 南半球 

みならう 見習う (1-1) 见习，学习。学，摹倣，以～为榜样 

ミネラルウォーター   (2-2) 矿泉水 

みぶん 身分 (1-3) 身分，社会地位 

みみにする 耳にする (5-1) 听到 

ミャンマー   (2-3) 缅甸 

みらい 未来 (4-2) 未来 

みりん   (7-2) 料酒，甜味酒 

みんぞく 民族 (2-1) 民族 

みんぞくいしょう 民族衣装 (2-1) 民族服装 

みんぞくせい 民族性 (3-2) 民族性 

ミント・ティー   (7-2) 薄荷茶 

 
む    

むいしき（に） 無意識（に） (3-3) 无意识（地） 

むかんしん（な） 無関心（な） (3-2) 不关心（的），不感兴趣（的） 

むく   (7-2) 向，朝。削，剥 

むくち（な） 無口（な） (1-3) 不爱说话（的），沉默寡言（的） 

むしあつい 蒸し暑い (2-1) 闷热 

むじゅん（する） 矛盾（する） (5-2) 矛盾 

むしよけ 虫よけ (2-2) 除虫，防虫药 

むす 蒸す (7-2) 蒸 

むすぶ 結ぶ (4-3) 连结，联结。系。缔结，订立。紧闭。

结束。编结 

むね 胸 (5-1) 胸膛，胸部。心脏。内心，心里，心胸

むりょう 無料 (4-3) 不要钱，免费。不要报酬 

 
め    

めいし 名詞 (3-1) 名词 



めいしょ 名所 (2-1) 名胜 

めいぶつ 名物 (2-1) 名特产 

めいれい（する） 命令（する） (8-1) 命令 

メーカー   (4-3) 制造者，厂商，制造厂 

めだちたがりや 目立ちたがり屋 (1-3) 爱出风头的人 

めにする 目にする (5-1) 看到 

めのまえで 目の前で (4-1) 眼前，面前 

メモ（する）   (6-2) 记下来，（记）便条，记录， 

メリット   (6-2) 优点，好处，价值 

メルボルン   (2-3) 墨尔本（澳大利亚南部港口城市） 

めんせき 面積 (2-1) 面积 

めんたいこ 明太子 (2-1) 狹鳕鱼的辣鱼子 

めんどう（な） 面倒（な） (8-1) 麻烦（的），棘手（的） 

 
も    

もうしこむ 申し込む (6-2) 提议，提出。报名，申请。预约 

もうしわけありません 申し訳ありません (5-1) 实在对不起 

もくげき（する） 目撃（する） (5-2) 目击，亲眼看到 

もくげきしゃ 目撃者 (5-1) 目击者 

もくひょう 目標 (8-3) 目标 

モクモク   (5-3) 滚滚 

もじ 文字 (4-3) 字，字迹。文字，文章。字数 

モスク   (2-1) 清真寺 

もっていく 持っていく (1-1) 带去,带走 

もっとも   (2-3) 合理，正当。不过，话虽如此 

モテる   (7-1) 受欢迎 

モデル   (1-1) 模型。模范，榜样，典型。典型人物。

模特儿 

もとめる 求める (6-1) 渴望，希望。寻求，找。要求，请求 

ものがたり 物語 (5-1) 故事，传说 

ものしずか（な） 物静か（な） (1-3) 寂静（的），安静（的）。稳重（的），

文静（的） 

モンタージュしゃしん モンタージュ写真 (5-3) 蒙太奇照片，剪辑照片 

 
や    

やきとり 焼鳥 (1-2) 烤肉串 

やきゅう 野球 (7-1) 棒球 



やきゅうじょう 野球場 (4-2) 棒球场 

やく 約 (2-1) 大约，大概 

やくわり 役割 (1-1) 职务，任务 

やこうれっしゃ 夜行列車 (7-2) 夜间行走的火车 

やたい 屋台 (2-1) 地摊，货摊 

やつ 奴 (1-1) 家伙，东西 

やったあ   (1-2) 胜利了!太好了！ 

やぶる   (3-3) 弄破，破坏。打破。击败 

 
ゆ    

ゆうえんち 遊園地 (7-3) 游乐园 

ゆうかい（する） 誘拐（する） (5-1) 拐骗，诱拐 

ゆうしょう（する） 優勝（する） (8-2) 冠军 

ゆうじん 友人 (4-1) 友人，朋友 

ゆうひ 夕日 (3-1) 夕阳 

ゆか 床 (5-1) 地板 

ユズ   (7-2) 柚子 

ゆたか（な） 豊か（な） (1-2) 丰富（的），富裕（的），宽裕（的）

ユダヤきょう ユダヤ教 (2-1) 犹太教 

ゆっくり   (7-1) 慢慢，不着急。舒适，安静。充裕，充

分 

ゆでる   (7-2) 煮，烫，焯 

ユニフォーム   (8-2) 制服，运动服，工作服 

ゆびさす 指さす (3-3) 用手指。受人指责，被人说坏话 

ゆらい 由来 (2-3) 来历。原来，本来 

ゆれる   (7-2) 摇晃，摆动，摇荡 

 
よ    

よいどめ 酔い止め (2-2) 解酒（药），防止醉酒。防止晕车（药）

よう ～用 (4-3) ～用，～使用 

ようぎしゃ 容疑者 (5-1) 嫌疑犯 

ようす 様子 (5-1) 情况，动向。样子，神情 

ようたい 様態 (1-1) 情况，样子，样态 

ようやく   (3-1) 好不容易，总算。渐渐 

ヨーロッパ   (2-1) 欧洲 

よかったら   (2-2) 可以的话 

よこ 横 (4-3) 横。宽度。侧面。旁边。歪，斜。躺下，



横卧 

よさん 予算 (4-1) 预算 

よそう（する） 予想（する） (3-3) 预料，预测，预计 

よっぱらう 酔っ払う (6-2) 喝醉，醉酒。晕得厉害 

よのなか 世の中 (8-2) 世间，世上，社会。时代 

よぼう（する） 予防（する） (7-2) 预防 

よみとる 読み取る (4-3) 领会，读懂，看明白，理解 

よめ 嫁 (6-3) 妻子，媳妇儿 

よろん 世論 (7-3) 舆论 

 
ら    

ライスペーパー   (2-1) 卷烟纸，宣纸 

ライバルいしき ライバル意識 (3-2) 竞争意识 

ライフ   (7-1) 人生，生活 

ラウンジ   (2-2) 休息室，社交室 

ラオス   (2-1) 老挝 

らく（な） 楽（な） (7-2) 舒适（的），舒服（的），快乐（的）。

容易（的），简单（的），轻松（的）

ラグビー   (2-3) 橄榄球 

らっかんてき（な） 楽観的（な） (3-2) 乐观的，乐观主义 

ラベンダー   (7-2) 薰衣草 

 
り    

りこてき（な） 利己的（な） (3-2) 自私自利（的） 

りこん（する） 離婚（する） (1-1) 离婚 

りしゅうあんない 履修案内 (8-1) 学习科目向导 

リスボン   (2-3) 里斯本（葡萄牙首都） 

りそう 理想 (6-1) 理想 

リビング   (4-3) 起居室 

りゅうこう（する） 流行（する） (7-1) 流行，时兴 

りょう 寮 (2-1) 宿舍 

りょうきん 料金 (7-2) 费用 

リラックスする   (7-2) 放松，轻松 

りんり（てきな） 倫理（的な） (7-3) 伦理（的） 

 
る    

ルソンとう ルソン島 (3-2) 吕宋岛（菲律宾最北端的岛屿） 



 
れ    

れいがい 例外 (1-1) 例外 

レッスン   (4-1) 课，功课，课程 

れんあい 恋愛 (3-2) 恋爱 

れんたいしゅうしょく 連体修飾節 (1-1) 连体修饰节 

 
ろ    

ローズウッド   (7-2) 紫檀花 

ロールカード   (5-2) 角色演习时使用的写有说明和角色分

配的卡片 

ロールプレイ   (2-2) 角色演习 

ロボット   (4-3) 机器人 

ろんぶん 論文 (1-1) 论文 

ろんり（てきな） 論理（的な） (5-3) 逻辑（上的），逻辑性（的），合乎逻

辑（的） 

 
わ    

わがまま（な）   (1-3) 任性（的），恣意（的），放肆（的）

わかもの 若者 (3-2) 年轻人，小伙子，青年 

わずか（な）   (7-3) 仅，少，一点点。微，稍 

わたりどり 渡り鳥 (1-3) 候鸟 

わりかん（にする） 割り勘（にする） APP. AA 制，大家均摊 

わる 割る (8-3) 分，割，切。打坏，弄碎。分离。（按

人）分配。除 

われる 割れる (7-3) 分裂，破裂。裂开。碎。除得开。暴露

～わん ～湾 (2-1) ～湾 

わんがん 湾岸 (6-2) 海湾的沿岸 

 
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ    

ＣＭ   (7-1) 广告 

Ｅメール   (8-1) 电子邮件 

ＭＢＡ   (4-1) 工商管理学硕士 

ＵＦＯ   (5-2) 不明飞行物，飞碟 

 


