
英語語彙リスト（あいうえお順） 

 

あ    

あい（あいしている） 愛（している） (6-2) (to) love 

あいかわらず   (3-1) as usual, as before 

あいじん 愛人 (5-2) lover 

アイススケート   (6-2) ice skating 

あいつ   (1-2) that fellow 

あいて 相手 (1-1) partner 

アイデア   (4-3) idea 

～あう   (1-1) do each other, together 

アウトドア   (1-1) outdoor activities 

あかるい 明るい (1-1) bright, cheerful 

あきらかに 明らかに (5-2) clearly, obviously 

あきらめる   (6-3) to give up 

あぐらをかく   (3-3) to sit cross-legged 

あげもの 揚げもの (7-1) deep-fried food 

あげる 挙げる (6-3) to give, to cite 

あげる 揚げる (7-2) to deep-fry 

あげる（かおを） 上げる（顔を） (5-3) to raise, to lift, (look up) 

アジア   (2-1) Asia 

あしがる 足軽 (1-3) common foot soldier 

あせをかく 汗をかく (7-2) to sweat 

あたえる 与える (8-3) to give 

あたまがいい 頭がいい (1-1) smart, clever, bright 

あたまがやわらかい 頭が柔らかい (1-3) to be flexible in thought 

あたる 当たる (7-3) to win,  

あちこち   (2-2) here and there 

あっというま（に） あっという間（に） (3-3) in an instant 

あと   (5-1) the rest, the remainder 

あとの～   (5-1) the following … 

アドバイス（する）   (2-1) (to) advice 

アドレス   (8-1) address 

あぶら 油 (7-1) oil 

アフリカ   (2-3) Africa 

あまい 甘い (8-2) sweet 

あまくち（の） 甘口（の） (3-2) mild, sweet 



あまりに（も）   (7-2) too, too much 

アメリカ   (1-1) America 

あやしい 怪しい (5-2) suspicious, suspect, doubtful 

あらためて   (3-2) once more, again 

あらわす 表す (1-3) to express, to show 

あらわれる 表れる (7-3) to manifest itself 

ありうる   (4-2) to be possible 

アリバイ   (5-1) alibi 

アルゼンチン   (2-3) Argentina 

あるにはある   (4-1) I do have one, but … 

あるひ ある日 (1-2) one day 

アロマテラピー   (7-2) aromatherapy 

あわせて 合わせて (8-3) all together, in all 

あわてて～（する）   (5-3) hastily, in a flurry 

あんてい（する） 安定（する） (2-1) stability; to be stable 

 
い    

い 胃 (2-2) stomach 

いいかえる 言い換える (8-3) to say in other words 

いいかえれば 言い換えれば (8-3) in other words 

イエローカード   (6-2) yellow card 

イカ   (7-2) squid, cuttlefish 

いかだいがく 医科大学 (7-2) medical college 

いきがつまる 息が詰まる (3-1) choke 

イギリス   (2-3) England 

いくつか（の）   (2-2) some, several 

いけいようし い形容詞 (3-1) i-adjective 

いけばな 生け花 (2-2) flower arrangement 

いこいのば 憩いの場 (2-1) place of rest and relaxation 

～いこう ～以降 (3-2) after … 

いこくじょうちょゆたか（な） 異国情緒豊か（な） (2-3) exotic 

いざ～となると   (7-3) when it is time to do 

いざかや 居酒屋 (1-1) bar 

いし 意志 (5-3) will, volition 

いしき（する） 意識（する） (7-3) consciousness; to be conscious of … 

いじめ   (8-3) bully 

イスラムきょう イスラム教 (2-1) Islam 



いずれにせよ   (5-3) anyway 

いせい 異性 (6-1) the opposite sex 

いぜん 以前 (3-1) in the past, before 

いためる 炒める (7-2) to stir-fry 

いちおう 一応 (2-2) just (to make sure) 

いちにちもはやく 一日もはやく (3-3) as soon as possible 

いちぶ 一部 (3-2) part 

いつう 胃痛 (7-2) stomachache 

いつか   (4-1) sometime, someday 

いっけんのかちあり 一見の価値あり (2-1) be worth seeing 

いっしゅ 一種（「～の一種」） (7-2) a kind of, a sort of 

いったい 一体 (5-1) what on earth 

いっぱんてきに 一般的（な） (3-2) generally 

いと（する） 意図（する）     (3-3) intention, intend 

いとこ   (8-3) cousin 

いま 居間 (1-1) living room 

いまでは 今では (2-3) but now 

いまでも 今でも (1-1) still now 

いみん（する） 移民（する） (2-3) 
emigration, immigration; to emigrant, to 

immigrant 

イメージ   (3-2) image 

イライラする   (3-1) to be irritated 

イラストレーター   (1-1) illustrator 

いりょう 医療 (7-3) medical treatment 

いわゆる   (1-1) so-called 

いんしょう 印象 (1-1) impression 

いんしょうにのこる 印象に残る (1-2) impress 

インスタントしょくひん インスタント食品 (4-2) instant foodstuffs 

インタビュー（する）   (6-2) interview; to interview 

インド   (2-3) India 

インドシナはんとう インドシナ半島 (2-1) Indochina peninsula 

インドよう インド洋 (2-3) Indian Ocean 

 
う    

うえき 植木 (3-3) potted plant 

うがい   (7-1) gargling 

うき 雨期 (2-1) rainy season 



うけいれる 受け入れる (1-3) to receive, to take, to accept 

うけみ 受け身 (5-1) passive 

うしなう 失う (5-1) to lose 

うすめる 薄める (7-2) to dilute, to thin 

うちゅう 宇宙 (4-2) universe, cosmos 

うつ 撃つ (5-1) shoot 

うつる 映る (4-3) to be reflected, to be mirrored 

うまく   (1-3) well, successfully 

うまくいく うまく行く (4-1) to go well 

うまれかわる 生まれ変わる (7-3) to be born again; to be reborn 

うむ 産む (6-1) to give birth to 

うめる 埋める (5-1) to bury 

うらかみてんしゅどう 浦上天主堂 (2-3) Urakami cathedral 

うわさ   (3-1) rumor, hear-say 

 
え    

えいきょう（する） 影響（する） (2-3) influence; to influence 

えいぎょうマン 営業マン (4-3) businessman 

エイズ   (4-2) AIDS 

えいよう 栄養 (7-2) nutrition 

エーゲかい エーゲ海 (2-3) Aegean Sea 

エジプト   (2-2) Egypt 

エチケット   (3-3) etiquette 

えどじだい 江戸時代 (2-3) Edo period (1603-1868) 

えどばくふ 江戸幕府 (1-3) Edo shogunate government 

エビ   (2-1) shrimp, prawn 

える 得る (7-3) to get, to obtain 

 
お    

おいのり お祈り (3-2) prayer, invocation 

おうべい 欧米 (7-3) West (lit., Europe and America) 

おおうらてんしゅどう 大浦天主堂 (2-3) Oura catholic church 

おおく 多く（「～の多く」） (7-3) most, many, a lot of 

おおくの 多くの (7-3) many 

おおごえで 大声で (5-2) in a loud voice 

おおざっぱ（な）   (1-3) rough, careless 

オーストラリア   (2-3) Australia 



オーストラリアン・フットボー

ル 
  (2-3) Aussie rules 

オーダーメイド   (2-1) made-to-order 

オートロック   (4-3) auto-rocked 

おかえし お返し (3-3) gift in return 

おかげさまで   (3-1) thanks to you 

おきどけい 置き時計 (3-3) table clock 

おきる 起きる (2-2) to get up, to happen 

おこう お香 (7-2) incense 

おこす 起こす (5-3) to wake (someone) up 

おこる 起こる (4-2) to happen, to take place 

おさななじみ 幼なじみ (1-2) friend from one’s infancy 

おしゃべり（な）   (1-3) talkative 

おすすめ   (7-2) recommendation 

おすまいの～ お住まいの～ (6-2) (a person) who lives … 

おせん（する） 汚染（する） (4-2) pollution, to pollute 

おそくなる 遅くなる (6-1) to be late (for) 

おそるおそる～（する） 恐る恐る～（する） (5-3) timidly 

おそろしい 恐ろしい (7-3) fearful, terrible 

おたがいに お互いに (1-1) each other, both 

おたがいの お互いの (1-1) mutual, each other's, both 

おちつく 落ち着く (7-1) to be calm 

おてつだい お手伝い (4-3) help, assistance 

おでん   (2-1) oden (Japanese stew) 

おとがする 音がする (5-1) sound 

おとこらしい 男らしい (6-1) manly 

おとなしい   (1-1) quiet, well-behaved 

おどろいたことに 驚いたことに (5-1) to one’s surprise 

おどろくべき 驚くべき (5-1) surprisingly 

おとをたてる 音を立てる (3-3) to make a sound 

オフィス   (4-3) office 

おもいっきり～（する） 思いっきり～（する） (4-1) to one’s heart’s content 

おもいで 思い出 (1-2) memory 

おもいやりがる 思いやりがある (1-3) considerate 

おや 親 (6-3) parent 

おやこどん（ぶり） 親子丼 (4-2) bowl of rice topped with chicken and eggs 

およそ   (2-1) about 



オランダざか オランダ坂 (2-3) Dutch slope 

オリーブオイル   (7-2) olive oil 

オリンピック   (1-2) Olympics 

おわかりですか   (6-2) Do you understand?, Do you know? 

おんこう（な） 温厚（な） (1-3) courteous 

おんせん 温泉 (1-1) hot spring 

おんせんち 温泉地 (2-3) hot spring resort 

 
か    

～か ～課 (1-1) counter for lessons 

カード   (5-1) card 

ガーナ   (2-3) Ghana 

かいかえる 買い替える (4-3) 
to buy something  new to replace 

somethingelse, compensate reimburse 

かいけつ（する） 解決（する） (8-3) solution; to solve 

がいこうかん 外交官 (8-2) diplomat 

がいしけい 外資系 (2-1) foreign-affiliated (firm) 

がいしゅつ（する） 外出（する） (6-1) going out; to go out 

かいしょう（する） 解消（する） (7-1) dissolution 

かいそう 海草 (7-1) seaweed 

かいとう（する） 解答（する） APP. (to) answer 

ガイドブック   (2-2) guidebook 

かいはつ（する） 開発（する） (4-3) development; to develop 

がいよう 概要 (5-3) outline, summary 

がいらいご 外来語 (4-2) loan word 

かいわすれる 買い忘れる (3-1) forget to buy 

かおり 香り (7-2) fragrance, aroma 

がか 画家 (7-1) painter 

かかえる 抱える (8-3) to hold, to have 

カカオ   (2-3) cacao 

かがく 化学 (5-3) chemistry 

かかせない 欠かせない (7-2) indispensable 

かかる   (3-3) to take (amount of money/time) 

かきいれる 書き入れる (1-2) to fill in, to write in 

かきかえる 書き換える (1-1) rewrite 

かぎっこ かぎっ子 (1-2) latchkey child, door-key boy 

かきまぜる かき混ぜる (7-2) to mix 



かく 描く (1-3) to draw 

かぐ 嗅ぐ (7-2) to smell 

がくしゃ 学者 (8-3) scholar 

がくしゅう（する） 学習（する） (1-1) learning; to learn 

がくせいうんどう 学生運動 (5-3) student movement 

がくひ 学費 (8-1) school fee, tuition, school expenses 

かくりつ 確率 (7-3) probability 

かじ 家事 (6-1) housework 

かしゅ 歌手 (4-1) singer 

かず 数 (7-3) number 

かずおおく（の） 数多く（の） (2-1) many 

カステラ   (2-3) sponge cake 

～かた ～型 (4-3) …type 

かち 価値 (6-3) value, worth 

がっか 学科 (8-1) department 

がっき 学期 (8-1) semester 

がっきゅうほうかい 学級崩壊 (8-3) disruption of order in the class 

かてい（する） 仮定（する） (7-3) 
assumption, supposition; to assume, to 

suppose 

カナダ   (8-2) Canada 

かなり   (3-1) fairly, considerably 

かのうけい 可能形 (3-1) potential form 

かのうせい 可能性 (4-1) possibility 

かのじょ 彼女 (2-1) she, girlfriend 

カブトムシ   (1-2) beetle 

かぼちゃ   (7-2) pumpkin 

がまん（する） 我慢（する） (8-2) patience, endurance; to put up with 

がまんづよい 我慢強い (1-3) patient (person) 

かみさま 神様 (7-3) god 

かめのこうら 亀の甲羅 (2-3) the shell of a turtle 

カラーテレビ   (1-2) color TV 

カラオケ・ボックス   (1-2) Karaoke box 

からくち 辛口 (3-2) salty 

ガラズざいく ガラス細工 (2-3) glasswork 

からだじゅう 体中 (2-2) one's whole body 

からだにわるい 体に悪い (3-3) bad for health 

カリキュラム   (8-1) curriculum 



かるく 軽く (7-2) lightly 

カレーこ カレー粉 (7-2) curry powder 

かれし 彼氏 (6-2) boyfriend 

かわった～ 変わった～ (3-3) different, diverse, particular 

～かん ～観 (6-1) view 

ガン   (4-2) cancer 

かんき 乾期 (2-1) dry season 

かんきょう 環境 (4-2) environment, circumstances 

かんこう（する） 観光（する） (2-2) sightseeing, to sightsee 

かんこうきゃく 観光客 (2-1) tourist 

かんこうち 観光地 (2-1) tourist site 

かんこく 韓国 (3-3) (South) Korea 

かんじゃ 患者 (7-3) patient 

かんしゃ（する） 感謝（する） (8-2) thank, appreciation; to thank, to appreciate

かんじゅせいゆたか（な） 感受性豊か（な） (1-3) sensitive 

かんじる 感じる (1-1) to feel 

かんせい（する） 完成（する） (1-1) completion; to be completed 

かんそう 感想 (2-3) one's impression, one's thought 

かんとく 監督 (6-2) manager, director 

カンボジア   (2-1) Cambodia 

かんりしゅぎきょういく 管理主義教育 (8-3) control-oriented education 

かんれん（する） 関連（する） (4-2) Relation, connection; relate 

 
き    

きおく（する） 記憶（する） (1-2) memory; to memorize 

きおん 気温 (2-1) temperature (weather) 

ぎおんやまかさ 祇園山笠 (2-1) Hakata Gion Yamakasa Festival 

きがつく 気がつく (5-2) to notice 

きがみじかい 気が短い (1-1) be short-tempered 

ききとる 聞き取る (3-1) understand 

きく 菊 (3-3) chrysanthemum 

きげん 起源 (2-3) origin 

きこう 気候 (2-1) climate 

きごう 記号 (1-3) sign, symbol, mark 

きこく（する） 帰国（する） (3-3) to return to one’s country 

きこん（しゃ） 既婚（者） (6-1) married person 

ギザ   (2-2) Giza 



きしゃ 記者 (1-1) journalist, pressman 

きずな   (6-3) bond 

きそ 基礎 (8-1) basis, foundation 

きたい（する） 期待（する） (4-2) expectation; to expect 

きたえる   (8-2) to build up 

きちょうひん 貴重品 (2-2) valuables 

きっかけ   (4-1) chance, opportunity, trigger 

きづく 気づく (6-2) to notice 

きってもきれないそんざい 
切っても切れない存

在 
(7-2) inseparable relation 

きつねいろ きつね色 (7-2) light brown 

きにする 気にする (1-3) to worry 

きになる 気になる (3-1) to worry; to be concerned 

きねんび 記念日 (6-2) memorial day 

きのう（する） 機能（する） (4-3) function; to function 

キノコ   (7-1) mushroom 

きぼう（する） 希望（する） (4-1) wish, desire; to desire 

きまり！ 決まり！ (1-2) That settles it. 

きむずかしい 気難しい (1-3) hard to get along with 

ぎもんし 疑問詞 (5-2) interrogative 

キャッシュ・カード   (5-1) bank card 

きゅうグラバーてい 旧グラバー邸 (2-3) Glover House 

きゅうこう 休講 (8-1) cancelallation (of a class) 

きゅうじつ 休日 (6-1) holiday, vacation 

きゅうせい 旧姓 (1-1) one's former name, one's maiden name 

きょうき 凶器 (5-1) murder weapon 

きょうし 教師 (1-1) teacher 

きょうちょう（する） 強調（する） (7-3) emphasis, stress; to emphasize, to stress 

きょうちょうせいがない 協調性がない (1-3) not cooperative 

きょうつう（する） 共通（する） (3-2) 
common factor; to have something in 

common 

きょうはくじょう 脅迫状 (5-3) a threatening letter 

きょうみぶかい 興味深い (3-2) very interesting, of great interest 

きょうよう 教養 (8-2) culture, education 

きらう 嫌う (7-1) to dislike,to  hate 

ギリシャ   (2-3) Greece 

キリストきょう キリスト教 (1-3) Christianity 



きる 切る (3-3) to cut, to turn off (a switch) 

きれる 切れる (4-3) to be cut 

きろく（する） 記録（する） (5-1) to record 

きをつかう 気を使う (7-1) to be careful, to worry 

ぎん 銀 (2-1) silver 

きんえん 禁煙 (2-1) no smoking 

きんこ 金庫 (5-1) safe, strongbox 

きんだいてき（な） 近代（的な） (2-3) modern 

きんちょう（する） 緊張（する） (7-2) to become tense; strain, tension 

きんべん（な） 勤勉（な） (3-2) diligent, hard-working 

 
く    

グイグイひっぱる グイグイ引っ張る (6-1) pull … with violent jerks 

クイズ   (3-3) quiz 

ぐうぜん 偶然 (5-2) by chance, by accident 

クーラー   (1-2) cooler, air conditioner 

くうらん 空欄 (5-1) blank column 

くし   (2-3) comb 

くしだじんじゃ 櫛田神社 (2-1) Kushida shrine 

ぐたいてき（に） 具体的（に） (7-1) concretely, specifically 

ぐち 愚痴 (6-2) complaint, grumble 

くちでは～といっても 口では～と言っても (7-3) Though he/she says that …. 

くちにあわない 口にあわない (3-1) be not to one's taste 

クッキング   (7-1) cooking 

ぐっすりねむる ぐっすり眠る (7-2) to sleep well 

くやしい 悔しい (1-3) regrettable 

グラウンド   (8-2) ground 

くらす 暮らす (4-1) to live 

クラブ   (1-1) club, student society 

くらべる 比べる (3-2) to compare 

くりかえし～（する） 繰り返し～（する） (1-1) repeat, repeatedly 

クリケット   (2-3) cricket 

グループ   (4-3) group 

くるしい 苦しい (7-3) oppressively painful 

くるしむ 苦しむ (7-3) to suffer, to be distressed by 

グレー   (1-1) grey 

 


