
中国語語彙リスト（提出順） 

 
第 1課（ステップ１） 

あいて 相手 伙伴。对方，对手 

～あう   互相，一快儿，一同 

アウトドア   户外，野外，露天 

あかるい 明るい 明亮。明朗，快活，光明。熟悉，精通 

あたまがいい 頭がいい 聪明 

アメリカ   美国，美洲 

いざかや 居酒屋 小酒馆 

いま 居間 起居室 

いまでも 今でも 到现在也 

イラストレーター   插图画家 

いわゆる   所谓 

いんしょう 印象 印象 

おたがいに お互いに 互相，彼此 

おたがいの お互いの 互相的，彼此的 

おとなしい   老实，温顺 

おんせん 温泉 温泉 

～か ～課 科 

かきかえる 書き換える 重写，改写。更名 

がくしゅう（する） 学習（する） 学习 

かんじる 感じる 感受，觉得。感动。铭记 

かんせい（する） 完成（する） 完成 

きがみじかい 気が短い 性子急 

きしゃ 記者 记者 

きゅうせい 旧姓 原来的姓 

きょうし 教師 教师 

クラブ   俱乐部。（学校）小组活动 

くりかえし～（する） 繰り返し～（する） 反复地，再三地 

グレー   灰色 

くわしく 詳しく 详细地 

けいえい（する） 経営（する） 经营，管理。规划，开发 

けんちく 建築 建筑（物），修建，建造 

こうこく（する） 広告（する） 广告 

ごうコン 合コン 男女联谊会 

こくご 国語 国语，语文 



しあわせ（な） 幸せ（な） 幸福（的） 

じこしょうかい（する） 自己紹介（する） 自我介绍 

システムエンジニア   情报处理专家 

じまん（する） 自慢（する） 自夸，自大，骄傲 

じもと 地元 当地，本地．自己居住的地方 

しやくしょ 市役所 市政府，市政厅 

しゅっぱんしゃ 出版社 出版社 

しゅふ 主婦 家庭主妇 

しょうけん 証券 证券 

じょし 助詞 助词 

じょゆう 女優（→俳優） 女演员 

しりあう 知りあう 相识，结识，互相了解 

すうじ 数字 数字 

せいじか 政治家 政治家 

せいせき 成績 成绩，成果 

せんぎょうしゅふ 専業主婦 专业主妇 

それぞれ   各,分别,各各 

だいいちいんしょう 第一印象 第一印象,最初印象 

つうきん（する） 通勤（する） 上下班,通勤 

つなぐ   系,拴,套.接合,串起.维系 

できる（子供が）   有 

デザイナー   设计师 

デザイン（する）   设计 

どうし 動詞 动词 

どうそうかい 同窓会 同学会 

～ねんせい ～年生 ～年级 

のこり 残り 留下。遗留。剩余 

ビジネススクール   商业学校 

ひとめぼれ（する） 一目ぼれ（する） 一见钟情 

ひょうげん（する） 表現（する） 表现 

ひょっとして   忽然，突然，偶然 

ふどうさんや 不動産屋 不动产 

ペア   一双，一对，（两个）一组 

べんごし 弁護士 律师 

ほけん 保険 保险 

ほら   喂，喏，瞧 

まちがっている 間違っている 错了 



みならう 見習う 见习，学习。学，摹倣，以～为榜样 

もっていく 持っていく 带去,带走 

モデル   模型。模范，榜样，典型。典型人物。模特儿 

やくわり 役割 职务，任务 

やつ 奴 家伙，东西 

ようたい 様態 情况，样子，样态 

りこん（する） 離婚（する） 离婚 

れいがい 例外 例外 

れんたいしゅうしょく 連体修飾節 连体修饰节 

ろんぶん 論文 论文 

 



第 1課（ステップ２） 

あいつ   那家伙，那小子 

あるひ ある日 某一天 

いんしょうにのこる 印象に残る 留下印象 

おさななじみ 幼なじみ 青梅竹马 

おもいで 思い出 回忆。纪念 

オリンピック   奥林匹克 

かきいれる 書き入れる 记入，填入，写上 

かぎっこ かぎっ子 脖子上挂钥匙的孩子 

カブトムシ   独角仙（虫） 

カラーテレビ   彩色电视机 

カラオケ・ボックス   卡拉 OK 包厢 

きおく（する） 記憶（する） 记忆。存储 

きまり！ 決まり！ 决定了！ 

クーラー   冷气设备 

けっきょく 結局 结局 

けん 県 县 

～ご ～後 后，以后 

こうどけいざいせいちょうき 高度経済成長期 高度经济成长期 

ごちそうさまでした   多谢您的款待 

しぜん 自然 大自然，自然界。天然。自然 

じっか 実家 娘家，父母的家，老家 

じゅく 塾 私塾 

しょうちょう（する） 象徴（する） 象征 

ず 図 图 

すてき（な）   极好，极漂亮 

すわこ 諏訪湖 取访湖 

そうだなあ   是吗 

そうなんだ   是嘛,是那样呀 

それとも   还是,或者 

たすける 助ける 帮助,援助.救助 

～たら、   要是,如果～的话 

つれていく 連れていく 带去,带走 

デュエット（する）   二重唱 

ところが   然而,可是 

ところで   (突然转换话题)可是,我说 

トムヤンクン   泰式火锅 



トンボ   蜻蜓 

なかがいい 仲がいい 感情好，关系好 

なつかしい   怀念，眷念 

なんだ   什么。哎呀。哪里，算不了什么 

にんき（がある） 人気（がある） 很红，有人缘，有人望，受欢迎 

ビートルズ   披头士乐队，甲壳虫乐队 

ひとつもない   一个也没有 

ひとりで 一人で 一个人，自己 

びんぼう（な） 貧乏（な） 贫穷（的），贫困（的），贫苦（的） 

ぼくじょう 牧場 牧场，牧地 

ホタル   萤火虫 

まよう 迷う 犹豫，优柔寡断。迷失（方向）。着迷 

やきとり 焼鳥 烤肉串 

やったあ   胜利了!太好了！ 

ゆたか（な） 豊か（な） 丰富（的），富裕（的），宽裕（的） 

 



第 1課（ステップ３） 

あしがる 足軽 步卒，最下级武士 

あたまがやわらかい 頭が柔らかい 脑子灵活 

あらわす 表す 呈现。表现 

うけいれる 受け入れる 接受，采纳。领取。承认。接纳 

うまく   顺利，幸运 

えどばくふ 江戸幕府 江户幕府 

おおざっぱ（な）   粗枝大叶。粗略 

おしゃべり（な）   多嘴（的人）。聊天儿，闲谈 

おもいやりがある 思いやりがある 体贴，体谅 

おんこう（な） 温厚（な） （性格）温厚，敦厚。（态度）温文尔雅 

かく 描く 绘，画 

がまんづよい 我慢強い 忍耐力强，有耐性 

かんじゅせいゆたか（な） 感受性豊か（な） 感受性丰富（的） 

きごう 記号 记号 

きにする 気にする 介意，放在心上 

きむずかしい 気難しい 爱挑剔的，不好伺候的 

きょうちょうせいがない 協調性がない 缺乏协调性 

キリストきょう キリスト教 基督教 

くやしい 悔しい 令人懊悔的，遗憾 

けってん 欠点 缺点 

けらい 家来 家臣，臣下。仆从 

ごい 語彙 词汇，语汇 

こうてい（てきな） 肯定（的な） 肯定（的） 

こうはん 後半 后半 

ころす 殺す 杀死，弄死。糟蹋，牺牲。抑制，忍住 

さて   （副）一旦，果真。（接）那么，却说。然后。（感）

到底 

さびしがりや 寂しがり屋 容易感到寂寞的人 

さむらい 侍 武士 

ざんこく（な） 残酷（な） 残酷（的），残忍（的），凶狠（的） 

じっと   一动不动，安安详详地 

じつは 実は 说真的，老实说，事实是，其实，原来 

じぶんじしん 自分自身 自己 

しゃこうてき（な） 社交的（な） 善于社交（的） 

しゅうまつ 週末 周末 

しゅっせ（する） 出世（する） 成功，出息，发迹 



しゅるい 種類 种类 

しんけいしつ（な） 神経質（な） 神经质（的） 

しんちょう（な） 慎重（な） 慎重（的），小心谨慎（的） 

せいかく 性格 性格 

せいき 世紀 世纪 

せんごくじだい 戦国時代 战国时代 

そのため   因此 

それに   而且,还 

～だい ～代 时代,时期.年龄范围.代 

ただ   (名词)免费,白给.普通,平凡.(副词)只有,只是,

只不过(是).仅仅,只.(接续词)但是,不过 

だらしない   不检点,散漫,没规矩.没出息,不争气 

たんしょ 短所 短处,缺点 

ちいき 地域 地域,地区 

チャンス   机会,良机 

ちゅうかりょうり 中華料理 中国菜 

ちょうしょ 長所 优点,长处 

デリケート（な）   精致,精密.微妙.敏感 

とういつ（する） 統一（する） 统一 

とくい（な） 得意（な） 拿手,擅长(的) 

どちらともいえない どちらとも言えない 不好说 

とつぜん 突然 突然 

どりょくか 努力家 努力奋斗的人 

にがて（な） 苦手（な） 不擅长（的），不善于（的）。不好对付（的） 

ニコニコする   笑眯眯，笑嘻嘻，微微笑 

にんげん 人間 人，人类 

はいく 俳句 俳句，俳诗 

はずかしがりや 恥ずかしがり屋 腼腆的人，好害羞的人 

ひていてき（な） 否定的（な） 否定（的） 

ひとあたりがいい 人当たりがいい 对人态度好 

ひとばんじゅう 一晩中 整晚 

ひとまえで 人前で 众人面前。体面，外表，外观 

ふきげん（な） 不機嫌（な） 不高兴（的），不快活（的） 

ぶしょう 武将 武将 

ぶぶん（てきな） 部分（的な） 部分（性的） 

ぶんるい（する） 分類（する） 分类 

べつの 別の 另外的 



ほかの 他の 别的，另外的，其他的 

ホトトギス   杜鹃 

ほんとうの 本当の 真的，真实的，正确的 

ほんとうは 本当は 本来，正常 

マイペース   自己的作法，自己的一套 

まえむき 前向き 朝前看，积极。面向前方，面向正面 

まけずぎらい（な） 負けず嫌い（な） 好强，不认输 

みかた 見方 见解，看法，想法 

みぶん 身分 身分，社会地位 

むくち（な） 無口（な） 不爱说话（的），沉默寡言（的） 

めだちたがりや 目立ちたがり屋 爱出风头的人 

ものしずか（な） 物静か（な） 寂静（的），安静（的）。稳重（的），文静（的）

わがまま（な）   任性（的），恣意（的），放肆（的） 

わたりどり 渡り鳥 候鸟 

 


