
第４課（ステップ１） 

ＭＢＡ   工商管理学硕士 

あるにはある   有是有 

いつか   不知什么时候。曾经。早晚，迟早 

うまくいく うまく行く 顺利 

おもいっきり～（する） 思いっきり～（する） 尽量地，充分地 

かしゅ 歌手 歌手 

かのうせい 可能性 可能性 

きっかけ   机会，契机 

きぼう（する） 希望（する） 希望 

くらす 暮らす 生活，过日子。度日，消磨岁月 

けいえいがく 経営学 经营学，企业管理学 

こうくうだいがく 航空大学 航空大学 

さいのう 才能 才能 

しかたがない 仕方がない 没有办法 

しかたなく～（する） 仕方なく～（する） 不得不～ 

ししゃ 支社 分公司，支行，支店 

じつげん（する） 実現（する） 实现 

じひょう 辞表 辞呈，辞职书 

ジャーナリスト   记者，编辑，新闻工作者 

しょうがくきん 奨学金 奖学金 

しりょく 視力 视力 

しんけん（な） 真剣（な） 认真（的），严肃（的） 

せいこう（する） 成功（する） 成功，胜利．功成名就 

せかいじゅう 世界中 全世界 

それもそうですね   那倒也是 

たいしょくきん 退職金 退休金 

ちょきん（する） 貯金（する） 存钱 

できれば   如果可以的话 

てんきん（する） 転勤（する） 调动工作,调换 

どうやって   怎么,如何 

とびまわる 飛び回る 飞来飞去.跑来跑去.到处奔走 

とりあえず   先,暂时,姑且.急忙,赶快 

～ねんかん ～年間 ～年，～年间 

のうぎょう 農業 农业 

パイロット   飞行员 

ブラジル   巴西 



ほんき 本気 真的，真实。认真 

マンション   高级公寓 

めのまえで 目の前で 眼前，面前 

ゆうじん 友人 友人，朋友 

よさん 予算 预算 

レッスン   课，功课，课程 

 



第４課（ステップ２） 

ありうる   可能有 

インスタントしょくひん インスタント食品 快餐食品 

うちゅう 宇宙 宇宙 

エイズ   艾滋病 

おこる 起こる 发生。（病）发作 

おせん（する） 汚染（する） 污染 

おやこどん（ぶり） 親子丼 鸡肉鸡蛋盖饭 

がいらいご 外来語 外来语 

ガン   枪，炮。喷枪，喷射器 

かんきょう 環境 环境 

かんれん（する） 関連（する） 关联，联系 

きたい（する） 期待（する） 期待 

こうがい 公害 公害 

ごうかく（する） 合格（する） 合格 

こうれいかしゃかい 高齢化社会 高龄化社会 

こえる 超える 过，度过。超越。越过，跳过 

ことばがつうじる 言葉が通じる 语言相通 

さまざま（な） 様々（な） 各种各样（的） 

さんこうにする 参考にする 作为参考 

しかも   而且，并且。但，却 

じゅうきょ 住居 住所，住宅 

しょくせいかつ 食生活 饮食生活 

しょくりょう 食糧 粮食，口粮 

しんこく（な） 深刻（な） 深刻（的），打动人心（的）．严肃，重大（的）

しんぽ（する） 進歩（する） 进步 

ぜいきん 税金 税款 

それどころか   岂知如此,相反地 

だいがくいん 大学院 大学研究院 

だって   (接续词)可是,但是.(助词)即便～也 

つうしん 通信 通信,通信息.电讯,通讯 

としより 年寄り 老人 

どんなふうに   怎么样 

なんだか   是什么。总觉得，不由得 

にわとり   鸡 

はるかに   远远，遥远 

パンダ   熊猫 



ふくし 福祉 福利，福祉 

へいきんじゅみょう 平均寿命 平均寿命 

ほんやくき 翻訳機 翻译机 

みらい 未来 未来 

やきゅうじょう 野球場 棒球场 

 



第４課（ステップ３） 

アイデア   主意，想法 

うつる 映る 映，照。相称 

えいぎょうマン 営業マン 销售员 

オートロック   自动锁 

おてつだい お手伝い 保姆，家政妇 

オフィス   办公室 

かいかえる 買い替える 换（买件新的替换旧的） 

かいはつ（する） 開発（する） 开发 

～かた ～型 型，类型 

きのう（する） 機能（する） 功能，作用 

きれる 切れる 断，中断，断绝。决口。用尽，卖光。亏，不足。

锋利。精明 

グループ   群，组。集团，团体 

けいたいでんわ 携帯電話 手机 

けんきゅういん 研究員 研究员 

けんきゅうじょ 研究所 研究所 

さいしん 最新 最新 

じどうし 自動詞 自动词 

じどうてき（に） 自動的（に） 自动地 

じゅうたく 住宅 住宅，住房 

しょうしゃ 商社 商社，贸易行，贸易公司 

しんしつ 寝室 卧室，寝室 

スイッチ   开关 

スキャナー   扫描设备，扫描器 

スピーカー   扬声器，喇叭 

すべて   全部，一切．总共，共计．整个，统统 

せいひん 製品 产品，制品，成品 

セキュリティー   安全，安全感．担保，保障．证券 

せつび 設備 设备 

センサー   传感器 

そうさ（する） 操作（する） 操纵，驾驶，操作。安排，筹措 

そのうえ その上 而且,加上.然后 

たちあがる 立ち上がる 起来,起立.重振,恢复.开始,着手 

たどうし 他動詞 他动词 

ついている   附着，粘着，带着 

テレビでんわ テレビ電話 电视电话 



てんじじょう 展示場 展览会场 

てんじょう 天井 天花板 

というのも   因为 

ないよう 内容 内容 

ながれる 流れる 流。流动，飘动。传播，传开。流逝。流浪 

なんにんか 何人か 有几个人 

バスルーム   洗澡间，浴室 

はつばい（する） 発売（する） 卖，发售，出售 

ビジネスマン   实业家，公司职员，商人 

ブザー   蜂鸣器，信号器 

プラネタリウム   天象仪 

プリント・アウト（する）   打印 

プロジェクト   研究课题计划 

ベッドルーム   卧室，寝室 

べんざ 便座 马桶座 

ほうほう 方法 方法，办法 

マイクロフォン   微型话筒 

むすぶ 結ぶ 连结，联结。系。缔结，订立。紧闭。结束。编

结 

むりょう 無料 不要钱，免费。不要报酬 

メーカー   制造者，厂商，制造厂 

もじ 文字 字，字迹。文字，文章。字数 

よう ～用 ～用，～使用 

よこ 横 横。宽度。侧面。旁边。歪，斜。躺下，横卧 

よみとる 読み取る 领会，读懂，看明白，理解 

リビング   起居室 

ロボット   机器人 

 


