
プロ   (7-1) professional 

プログラミング（する）   (8-1) programming; to do programming 

プログラム（する）   (8-1) program; to program 

プロジェクト   (4-3) project 

プロポーズ（する）   (6-2) proposal; to ptopose (marriage) 

ふんいき 雰囲気 (8-1) atmosphere 

ぶんけい 文型 (2-1) sentence pattern 

ぶんぽう 文法 (8-1) grammar 

ぶんるい（する） 分類（する） (1-3) classification; to classify 

 
へ    

ペア   (1-1) pair 

ヘアスタイル   (6-2) hairstyle 

へいきんじゅみょう 平均寿命 (4-2) the average life span 

へいわこうえん 平和 (2-3) Peace park 

ぺきん 北京 (8-1) Beijing 

ベストシーズン   (2-2) the best season 

べっこう べっ甲 (2-3) tortoise shell 

ベッドルーム   (4-3) bedroom 

べつに（～ない） 別に (6-1) not particularly 

べつの 別の (1-3) another 

べつべつに 別々に (6-2) separately 

ベトナム   (2-1) Vietnam 

ベネチアン・ガラス   (2-3) Venetian glass 

ペパーミント   (7-2) peppermint 

へやじゅう 部屋中 (7-2) whole room 

へる 減る (3-1) to decrease 

ヘルシー   (7-1) healthy 

～へん ～編 解答編 Book … 

へんか（する） 変化（する） (3-1) change; to change 

べんごし 弁護士 (1-1) lawyer 

べんざ 便座 (4-3) toilet seat 

ペンダント   (2-3) pendant 

 
ほ    

～ほう ～法 (7-1) method, way 

ほうがく 法学 (8-1) law 



ほうこく（する） 報告（する） (3-2) report; to report 

ほうそうし 包装紙 (3-3) wrapping paper 

ほうほう 方法 (4-3) method 

ぼうりょく 暴力 (8-3) violence 

ホーチミン   (2-1) Ho Chi Minh 

ポート・フィリップわん 
ポート・フィリップ

湾 
(2-3) Port Phillipe Bay 

ボーナス   (5-3) bonus 

ホームステイ   (3-2) home stay 

ほかに 他に (2-1) anything else 

ほかの 他の (1-3) other 

ぼくじょう 牧場 (1-2) ranch, stock farm 

ほくべい 北米 (7-3) North America 

ほけん 保険 (1-1) insurance 

ぼご 母語 (5-1) one's mother tangue 

ほしゅてき（な） 保守的（な） (3-2) conservative 

ホストファミリー   (3-3) host family 

ホタル   (1-2) lighting bug 

ホトトギス   (1-3) little cuckoo 

ほら   (1-1) Look! 

ポルトガル   (2-3) Portugal 

ほんき 本気 (4-1) seriousness, earnestness 

ほんとうの 本当の (1-3) true, real 

ほんとうは 本当は (1-3) in fact 

ほんにん 本人 (7-3) the person himself 

ほんね 本音 (7-3) real intention 

ほんの   (7-2) slight, only, merely 

ほんやくき 翻訳機 (4-2) (electric) translator 

 
ま    

マイクロフォン   (4-3) microphone 

マイペース   (1-3) one's own pace 

まえむき 前向き (1-3) positive 

まく 巻く (2-1) to roll, to wrap 

まけずぎらい（な） 負けず嫌い（な） (1-3) be never content to be (the) second best 

まご 孫 (6-3) grandchild 

まさか   (5-2) that can't be … 



マスターズ・ゴルフ   (2-3) Master's golf 

まぜる 混ぜる (7-2) to mix 

まち 街 (2-2) town, city 

まちがい 間違い (5-1) mistake 

まちがっている 間違っている (1-1) be mistaken, be wrong 

～まつ ～末 (5-1) the end of … 

まっきガン 末期ガン (7-3) terminal cancer 

まつり 祭り (2-1) festival 

まとめる   (5-3) to summarize, to compile 

マナー   (3-3) manner 

マニラ   (3-1) Manila 

マニラわん マニラ湾 (3-1) Manila Bay 

まもる 守る (6-1) to protect, to keep, to guard 

まよう 迷う (1-2) lose (one’s way) 

マンション   (4-1) apartment building 

 
み    

みあげる 見上げる (5-2) to look upward 

ミートパイ   (2-3) meat pie 

みおくる 見送る (5-2) see off 

みかた 見方 (1-3) view 

みかた 味方 (6-2) person on one's side 

みじか（な） 身近（な） (5-3) close, familiar 

みっしつ 密室 (5-1) secret room, rocked room 

みとめる 認める (7-3) to approve, to admit 

みなみアメリカ 南アメリカ (2-3) South America 

みなみシナかい 南シナ海 (2-1) South China Sea 

みなみはんきゅう 南半球 (2-3) the Southern Hemisphere 

みならう 見習う (1-1) learn, study follow an example 

ミネラルウォーター   (2-2) mineral water 

みぶん 身分 (1-3) (a) social status 

みみにする 耳にする (5-1) hear 

ミャンマー   (2-3) Buruma 

みらい 未来 (4-2) future 

みりん   (7-2) sweet cooking sake 

みんぞく 民族 (2-1) ethnic group 

みんぞくいしょう 民族衣装 (2-1) Native costume 



みんぞくせい 民族性 (3-2) racial characteristics 

ミント・ティー   (7-2) mint tea 

 
む    

むいしき（に） 無意識（に） (3-3) unconsciousness; unconsciously 

むかんしん（な） 無関心（な） (3-2) indifferent 

むく   (7-2) to peel, to pare 

むくち（な） 無口（な） (1-3) taciturn 

むしあつい 蒸し暑い (2-1) hot and humid 

むじゅん（する） 矛盾（する） (5-2) contradiction; to contradict 

むしよけ 虫よけ (2-2) insect repellent 

むす 蒸す (7-2) to steam 

むすぶ 結ぶ (4-3) to tie, to connect, to link 

むね 胸 (5-1) chest 

むりょう 無料 (4-3) free of charge 

 
め    

めいし 名詞 (3-1) noun 

めいしょ 名所 (2-1) famous place 

めいぶつ 名物 (2-1) special product 

めいれい（する） 命令（する） (8-1) order, command; to order, to command 

メーカー   (4-3) maker 

めだちたがりや 目立ちたがり屋 (1-3) 
a person who likes to be the center of 

attention 

めにする 目にする (5-1) look 

めのまえで 目の前で (4-1) before one’s eye, under one’s eye 

メモ（する）   (6-2) note, memorandum; to take notes 

メリット   (6-2) merit 

メルボルン   (2-3) Melbourne 

めんせき 面積 (2-1) area, land area 

めんたいこ 明太子 (2-1) spicy chilled cod roe 

めんどう（な） 面倒（な） (8-1) troublesome 

 
も    

もうしこむ 申し込む (6-2) to apply 

もうしわけありません 申し訳ありません (5-1) I am sorry, excuse me 

もくげき（する） 目撃（する） (5-2) to witness, to see 



もくげきしゃ 目撃者 (5-1) witness 

もくひょう 目標 (8-3) object, target, goal 

モクモク   (5-3) (smoke is billowing up) 

もじ 文字 (4-3) letter, character 

モスク   (2-1) mosque 

もっていく 持っていく (1-1) to take (thins) 

もっとも   (2-3) most 

モテる   (7-1) to be popular 

モデル   (1-1) model 

もとめる 求める (6-1) to seek, to ask for 

ものがたり 物語 (5-1) story 

ものしずか（な） 物静か（な） (1-3) quiet 

モンタージュしゃしん モンタージュ写真 (5-3) photomontage 

 
や    

やきとり 焼鳥 (1-2) yakitori, grilled chicken (on a skewer) 

やきゅう 野球 (7-1) baseball 

やきゅうじょう 野球場 (4-2) baseball ground 

やく 約 (2-1) about, nearly 

やくわり 役割 (1-1) role, part 

やこうれっしゃ 夜行列車 (7-2) night train 

やたい 屋台 (2-1) food wagon 

やつ 奴 (1-1) guy, fellow 

やったあ   (1-2) Great! 

やぶる   (3-3) to  break, to tear 

 
ゆ    

ゆうえんち 遊園地 (7-3) amusement park 

ゆうかい（する） 誘拐（する） (5-1) kidnap; to kidnap 

ゆうしょう（する） 優勝（する） (8-2) victory; to win a championship 

ゆうじん 友人 (4-1) friend 

ゆうひ 夕日 (3-1) evening sun, evening sunlight 

ゆか 床 (5-1) floor 

ユズ   (7-2) citron 

ゆたか（な） 豊か（な） (1-2) rich, abandant 

ユダヤきょう ユダヤ教 (2-1) Judaism 

ゆっくり   (7-1) leisurely 



ゆでる   (7-2) to boil (with water) 

ユニフォーム   (8-2) uniform 

ゆびさす 指さす (3-3) to point 

ゆらい 由来 (2-3) origin 

ゆれる   (7-2) to shake,  

 
よ    

よいどめ 酔い止め (2-2) motion sickness drug 

よう ～用 (4-3) for (cf. for children) 

ようぎしゃ 容疑者 (5-1) suspect 

ようす 様子 (5-1) the state of affairs 

ようたい 様態 (1-1) mode 

ようやく   (3-1) at last, finally 

ヨーロッパ   (2-1) Europe 

よかったら   (2-2) If you like 

よこ 横 (4-3) side 

よさん 予算 (4-1) budget, estimate 

よそう（する） 予想（する） (3-3) expectation; to expect 

よっぱらう 酔っ払う (6-2) to get drunk 

よのなか 世の中 (8-2) world, society 

よぼう（する） 予防（する） (7-2) prevention; to prevent 

よみとる 読み取る (4-3) read 

よめ 嫁 (6-3) bride, daughter in law 

よろん 世論 (7-3) public opinion 

 
ら    

ライスペーパー   (2-1) rice paper 

ライバルいしき ライバル意識 (3-2) consciousness of rivals 

ライフ   (7-1) life 

ラウンジ   (2-2) lounge 

ラオス   (2-1) Laos 

らく（な） 楽（な） (7-2) easy, comfortable 

ラグビー   (2-3) rugby 

らっかんてき（な） 楽観的（な） (3-2) optimistic 

ラベンダー   (7-2) lavender 

 
り    



りこてき（な） 利己的（な） (3-2) selfish, egoistic 

りこん（する） 離婚（する） (1-1) divorce; to get divorced 

りしゅうあんない 履修案内 (8-1) syllabus 

リスボン   (2-3) Lisbon 

りそう 理想 (6-1) ideal 

リビング   (4-3) living (room) 

りゅうこう（する） 流行（する） (7-1) fashion; to be in fashion, become popular 

りょう 寮 (2-1) dormitory 

りょうきん 料金 (7-2) charge, fee 

リラックスする   (7-2) to relax 

りんり（てきな） 倫理（的な） (7-3) ethics; ethical 

 
る    

ルソンとう ルソン島 (3-2) Luzon Island 

 
れ    

れいがい 例外 (1-1) exception 

レッスン   (4-1) lesson 

れんあい 恋愛 (3-2) love 

れんたいしゅうしょく 連体修飾節 (1-1) noun modifying clause 

 
ろ    

ローズウッド   (7-2) rosewood 

ロールカード   (5-2) role card 

ロールプレイ   (2-2) role-play 

ロボット   (4-3) robot 

ろんぶん 論文 (1-1) paper, thesis 

ろんり（てきな） 論理（的な） (5-3) logic; logical 

 
わ    

わがまま（な）   (1-3) selfish, egotistic 

わかもの 若者 (3-2) young people, youth 

わずか（な）   (7-3) slight 

わたりどり 渡り鳥 (1-3) migratory bird 

わりかん（にする） 割り勘（にする） APP. to split the cost 

わる 割る (8-3) to break, to crack 

われる 割れる (7-3) to break, to divided on (the issue) 



～わん ～湾 (2-1) bay 

わんがん 湾岸 (6-2) bay side 

 
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ    

ＣＭ   (7-1) CM 

Ｅメール   (8-1) e-mail 

ＭＢＡ   (4-1) MBA 

ＵＦＯ   (5-2) UFO 

 


