
第８課（ステップ１） 

Ｅメール   电子邮件 

アドレス   住址，地址 

がくひ 学費 学费 

がっか 学科 学科 

がっき 学期 学期 

カリキュラム   （学校的）全部课程，必修课程 

きそ 基礎 基础 

きゅうこう 休講 （学校，教师因故）停讲 

けいやくしょ 契約書 合同 

こうかん（する） 交換（する） 交换 

こうき 後期 后期，后半期 

こうそく 校則 校规 

こうりつ 公立 公立 

サークル   团体，小组 

サービス（する）   （免费）服务。售后服务。招待 

さいほう（する） 裁縫（する） 裁缝，缝纫 

サイン（する）   署名，签字 

しえき 使役 役使，驱使。使令 

じじょう 事情 情形，情况。内情。缘故，事由 

しせつ 施設 设施，设备。孤儿院，养老院 

じゅんばん（に） 順番（に） 顺序，次序，轮班，轮流 

じょうほう 情報 情报，信息，消息 

ジョギング（する）   跑步，慢跑 

しょり（する） 処理（する） 处理，办理，处置 

シラバス   教学大纲 

スポーツジム   健身房 

せいど 制度 制度 

せいふく 制服 制服 

ぜんがく 全額 全额，全数 

ぜんき 前期 上半期．前期，上届 

そつろん 卒論 毕业论文 

たんき 短期 短期 

ちゅうかんはっぴょう 中間発表 中间发表 

ディスカッション（する）   讨论 

てをぬく 手を抜く 省工,偷工 

どうすれば   怎么办 



どうやら～（ようだ）   多半,好象,仿佛 

はい。チーズ   （照相时）茄子 

はつおん 発音 发音 

はっぴょう（する） 発表（する） 发表，发布，宣布 

はっぴょうかい 発表会 发布会 

はばひろく 幅広く 广泛地 

ひょうか（する） 評価（する） 评价。估价 

ぶかつ 部活 小组活动 

プログラミング（する）   订计划。编程序 

プログラム（する）   节目单。计划表，进程表。程序 

ふんいき 雰囲気 气氛 

ぶんぽう 文法 语法 

ぺきん 北京 北京 

ほうがく 法学 法学 

めいれい（する） 命令（する） 命令 

めんどう（な） 面倒（な） 麻烦（的），棘手（的） 

りしゅうあんない 履修案内 学习科目向导 

 



第８課（ステップ２） 

あまい 甘い 甜。淡。奉承 

がいこうかん 外交官 外交官 

カナダ   加拿大 

がまん（する） 我慢（する） 忍耐，克制。饶恕，原谅 

かんしゃ（する） 感謝（する） 感谢 

きたえる   锻造。锻炼 

きょうよう 教養 教育。修养，教养，素养 

グラウンド   运动场，球场，操场，广场 

けんたいかい 県大会 县立大会 

こうしえん 甲子園 位于日本兵库县。作为日本高中棒球全国大会而

闻名 

こくさいか（する） 国際化（する） 国际化 

こそだて 子育て 育儿 

さんぴりょうろん 賛否両論 赞成与反对的两种意见 

し 詩 诗，诗歌 

しえきうけみ 使役受け身 使令被动态 

じんせい 人生 人生 

ついに   终于,直到最后.从(未) 

なげる 投げる 投，抛，扔。摔。提供。放弃 

にぎる 握る 握，攥，抓。攥饭团。掌握 

ふる 振る 挥，摇，摆。撒，丢，扔。甩，拒绝 

フレッシュ・ジュース   新鲜果汁 

ゆうしょう（する） 優勝（する） 冠军 

ユニフォーム   制服，运动服，工作服 

よのなか 世の中 世间，世上，社会。时代 

 



第８課（ステップ３） 

あたえる 与える 给。授予。分配。使蒙受 

あわせて 合わせて 并，同时 

いいかえる 言い換える 换句话说。改变话题 

いいかえれば 言い換えれば 换句话说的话 

いじめ   欺侮，欺负 

いとこ   堂兄弟，堂姐妹，表兄弟，表姐妹 

かいけつ（する） 解決（する） 解决 

かかえる 抱える 抱，夹。承担，负担。雇用 

がくしゃ 学者 学者 

がっきゅうほうかい 学級崩壊 （搞）班级破坏 

かんりしゅぎきょういく 管理主義教育 管理主义教育 

～けん ～件 关于～的事。事，事件。(助数词）件数 

こうないぼうりょく 校内暴力 校内暴力 

さしころす 刺し殺す 刺死，扎死 

じさつ（する） 自殺（する） 自杀 

しつ 質 质量，内容，实质。性质，品质，素质 

しりつ 私立 私立 

しんがくりつ 進学率 升学率 

しんこくか（する） 深刻化（する） 严重化，深刻化 

せいしん（てきな） 精神（的な） 精神上（的） 

せいふ 政府 政府 

せいり（する） 整理（する） 整理，整顿，收拾．处理，清理．裁减 

せんたくし 選択肢 考试题中供选择的几个答案 

たいしゅうか（する） 大衆化（する） 大众化 

～だす（例．走り出す）   ～起来.～出来 

だとすれば   如果是～的话 

ていき（する） 提起（する） 提出 

てんさい 天才 天才 

どうきゅうせい 同級生 同班同学,同期同学 

とうこうきょひ 登校拒否 不愿上学 

なんども 何度も 多次，好几次，三番五次 

はいぼくしゃ 敗北者 失败者 

はんろん（する） 反論（する） 反驳 

ピーク   顶峰，山顶。最高峰，最高潮。最大值 

ぶつり（てきな） 物理（的な） 物理（上的） 

ふとうこう 不登校 不上学，旷课 



フラストレーション   挫折，受挫 

ぼうりょく 暴力 暴力 

もくひょう 目標 目标 

わる 割る 分，割，切。打坏，弄碎。分离。（按人）分配。

除 

 



APPENDIX 

かいとう（する） 解答（する） 解答 

ジーンズ   斜纹棉布。工装裤 

ふくそう 服装 服装，服饰，衣着，穿着 

わりかん（にする） 割り勘（にする） AA 制，大家均摊 

 
 

 

解答編 

そこで   于是,因此,所以.那么 

～へん ～編 ～篇 

 


