
第４課（ステップ１） 

ＭＢＡ   MBA 

あるにはある   I do have one, but … 

いつか   sometime, someday 

うまくいく うまく行く to go well 

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

かしゅ 歌手 singer 

かのうせい 可能性 possibility 

きっかけ   chance, opportunity, trigger 

きぼう（する） 希望（する） wish, desire; to desire 

くらす 暮らす to live 

けいえいがく 経営学 business administration 

こうくうだいがく 航空大学 Aeronautical Academy 

さいのう 才能 talent, gift 

しかたがない 仕方がない I cannot be helped. 

しかたなく～（する） 仕方なく～（する） unwillingly 

ししゃ 支社 branch (office) 

じつげん（する） 実現（する） realization; to realize 

じひょう 辞表 letter of resignation 

ジャーナリスト   journalist 

しょうがくきん 奨学金 scholarship 

しりょく 視力 eyesight 

しんけん（な） 真剣（な） serious, earnest 

せいこう（する） 成功（する） success; to succeed 

せかいじゅう 世界中 all over the world 

それもそうですね   That’s true. 

たいしょくきん 退職金 retirement allowance 

ちょきん（する） 貯金（する） savings; to save (money) 

できれば   if possible 

てんきん（する） 転勤（する） transfer; to transfer 

どうやって   how 

とびまわる 飛び回る rush about, fly about 

とりあえず   for the present, for the time being 

～ねんかん ～年間 for … years 

のうぎょう 農業 agriculture 

パイロット   pilot 

ブラジル   Brazil 



ほんき 本気 seriousness, earnestness 

マンション   apartment building 

めのまえで 目の前で before one’s eye, under one’s eye 

ゆうじん 友人 friend 

よさん 予算 budget, estimate 

レッスン   lesson 

 



第４課（ステップ２） 

ありうる   to be possible 

インスタントしょくひん インスタント食品 instant foodstuffs 

うちゅう 宇宙 universe, cosmos 

エイズ   AIDS 

おこる 起こる to happen, to take place 

おせん（する） 汚染（する） pollution, to pollute 

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

がいらいご 外来語 loan word 

ガン   cancer 

かんきょう 環境 environment, circumstances 

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

きたい（する） 期待（する） expectation; to expect 

こうがい 公害 pollution, public nuisance 

ごうかく（する） 合格（する） to pass 

こうれいかしゃかい 高齢化社会 aging society 

こえる 超える to exceed 

ことばがつうじる 言葉が通じる make oneself understood 

さまざま（な） 様々（な） various, diverse 

さんこうにする 参考にする refer to 

しかも   furthermore, in addition 

じゅうきょ 住居 residence 

しょくせいかつ 食生活 eating habits 

しょくりょう 食糧 food, provision 

しんこく（な） 深刻（な） serious 

しんぽ（する） 進歩（する） progress, to progress 

ぜいきん 税金 tax 

それどころか   on the contrary 

だいがくいん 大学院 graduate school 

だって   because 

つうしん 通信 communication 

としより 年寄り aged people 

どんなふうに   how 

なんだか   somehow 

にわとり   chicken 

はるかに   far 

パンダ   panda 



ふくし 福祉 welfare 

へいきんじゅみょう 平均寿命 the average life span 

ほんやくき 翻訳機 (electric) translator 

みらい 未来 future 

やきゅうじょう 野球場 baseball ground 

 



第４課（ステップ３） 

アイデア   idea 

うつる 映る to be reflected, to be mirrored 

えいぎょうマン 営業マン businessman 

オートロック   auto-rocked 

おてつだい お手伝い help, assistance 

オフィス   office 

かいかえる 買い替える 
to buy something  new to replace 

somethingelse, compensate reimburse 

かいはつ（する） 開発（する） development; to develop 

～かた ～型 …type 

きのう（する） 機能（する） function; to function 

きれる 切れる to be cut 

グループ   group 

けいたいでんわ 携帯電話 portable telephone 

けんきゅういん 研究員 research worker 

けんきゅうじょ 研究所 research institute 

さいしん 最新 the newest 

じどうし 自動詞 intransitive verb 

じどうてき（に） 自動的（に） automatically 

じゅうたく 住宅 residence 

しょうしゃ 商社 trading company 

しんしつ 寝室 bedroom 

スイッチ   switch 

スキャナー   scanner 

スピーカー   speaker 

すべて   all 

せいひん 製品 products 

セキュリティー   security 

せつび 設備 equipment 

センサー   sensor 

そうさ（する） 操作（する） operation; to operate 

そのうえ その上 moreover, in addition, besides 

たちあがる 立ち上がる stand up 

たどうし 他動詞 transitive verbs 

ついている   has, carry, include 

テレビでんわ テレビ電話 television telephone 



てんじじょう 展示場 pavilion 

てんじょう 天井 ceiling 

というのも   because 

ないよう 内容 content(s) 

ながれる 流れる to flow 

なんにんか 何人か some (peoples) 

バスルーム   bathroom 

はつばい（する） 発売（する） sell, put ... on sale 

ビジネスマン   businessman 

ブザー   buzzer 

プラネタリウム   planetarium 

プリント・アウト（する）   print out 

プロジェクト   project 

ベッドルーム   bedroom 

べんざ 便座 toilet seat 

ほうほう 方法 method 

マイクロフォン   microphone 

むすぶ 結ぶ to tie, to connect, to link 

むりょう 無料 free of charge 

メーカー   maker 

もじ 文字 letter, character 

よう ～用 for (cf. for children) 

よこ 横 side 

よみとる 読み取る read 

リビング   living (room) 

ロボット   robot 

  


