
語
ご

彙
い

リスト
－英

え い

語
ご

版
ば ん

－

※ The definitions supplied in this glossary are not intended as an exhaustive list; only meanings relevant to understanding the words 

as they appear in the text have been supplied.
	 （この語彙リストでは、本書の文章における意味のみを掲載しています。）



『留学生のための読解トレーニング』語彙リスト（英語版）

第1部第1課

第
だい

1部
ぶ

　1文
ぶん

を理
り

解
かい

するストラテジー

第1課
か

　語
ご

のまとまりをとらえましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 オンパレード on parade

サイズ size

本日 ほんじつ today

切らす きらす to run out of  (an item), be out of  stock

入荷（する） にゅうか（する） receival of  goods; to receive goods, to 
have a shipment come in

お手上げ おてあげ a complete loss; a situation one has giv-
en up on

まじ serious; as an interjection - “Are you se-
rious?”, “Really?”

下北沢［日本の地名 ] しもきたざわ Shimokitazawa [place in Japan]

対応（する） たいおう（する） reaction, response; to respond, react 
(appropriately), to cope with

基本問題 汚れ よごれ dirt, stain

強制（する） きょうせい（する） force, compulsion; to force, compel

取り戻す とりもどす to get back

発展問題 マーストリヒト［オランダの地名 ] Maastricht [place in the Netherlands]

調印（する） ちょういん（する） signature; to sign

欧州連合条約 おうしゅうれんごうじょうやく The Treaty on European Union

発足（する） ほっそく（する） establishment, founding; to establish, 
create

ベルギー Belgium

ブリュッセル［ベルギーの首都 ] Brussels [capital of  Belgium]

ブルガリア Bulgaria

ルーマニア Romania

加盟（する） かめい（する） participation, membership; to join, be-
come a member

カナダ Canada

メキシコ Mexico

NAFTA［=北米自由貿易協定 ] ［＝ほくべいじゆうぼうえき
きょうてい］

NAFTA [= North American Free Trade 
Agreement]

GDP［=国内総生産 ] ［＝こくないそうせいさん］ GDP [= gross domestic product]

クロアチア Croatia

マケドニア Macedonia

トルコ Turkey

ユーロ euro

クリア（する） to clear (a challenge)

ドイツ Germany

フランス France

導入（する） どうにゅう（する） introduction; to introduce into

政策 せいさく policy

関税 かんぜい tariffs, duties, customs
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第1部第2課

第
だい

1部
ぶ

　1文
ぶん

を理
り

解
かい

するストラテジー

第2課
か

　「する」「される」の関
かん

係
けい

をつかみましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 今春 こんしゅん this spring

ほんぽう（な） bold, unrestrained

新品 しんぴん brand-new item

ボロボロ ragged, shredded, torn

無邪気 むじゃき innocent

トラブル trouble

巻き込む まきこむ to catch, wrap up in; in passive form 
– to get involved, caught up in, sucked 
into (some kind of mischief)

青春 せいしゅん the blossom of youth, springtime of 
life

ほのぼの heartwarming

コメディー comedy

基本問題 落ち込む おちこむ to feel down, get depressed

班長 はんちょう group leader, squad leader

校門 こうもん school gate

ボランティア volunteer

募金 ぼきん fund-raising

担任 たんにん responsible (for), in charge (of)

アドバイス advice

おごる to treat (to a meal)

発展問題１ 祖父母 そふぼ grandparents

退職 たいしょく retirement

年配 ねんぱい elder, elderly

戸惑う とまどう to feel bewildered, perplexed, at a loss

ほっとする to breathe a sigh of relief

講座 こうざ course, lecture

発展問題２ 雑談 ざつだん small talk, light conversation, chitchat

アップ (from English “up”) - raise, increase, 
improve (one's skills and abilities)

タイトル title

商談 しょうだん business negotiations, business talk

面談 めんだん interview

暇つぶし ひまつぶし passing time, killing time

課題 かだい subject, issue

テクニック technique

インターネット Internet

検索 けんさく search

ヒット hit, Internet search results

少なからぬ すくなからぬ no small number; a great many

懇親会 こんしんかい social gathering

取引先 とりひきさき business connection, client, customer

会食 かいしょく dining, meal, dinner

上司 じょうし boss, supervisor

気まずい きまずい awkward, uncomfortable, embarrass-
ing

沈黙 ちんもく silence

社交性 しゃこうせい sociable nature, gregarious tempera-
ment

接客 せっきゃく service, attention to customers and 
guests

居心地 いごこち comfort, ease; ～が悪い uncomfort-
able, uneasy
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第1部第2課

問題 日本語 読み方 英語
発展問題２ 顔見知り かおみしり acquaintance, familiar face

車両 しゃりょう coach, car (of a train)

交わす かわす to exchange

途方に暮れる とほうにくれる to be at a loss, to run out of ideas of 
what to do

ネタ material, content

途切れる とぎれる to break off, pause, have a gap

反応 はんのう reaction, response

臨機応変 りんきおうへん to play it by ear in a novel situation, 
adapt to current conditions

対応（する） たいおう（する） reaction, response, reception; to react 
accordingly

痛感（する） つうかん（する） keen sensitivity; to be keenly aware

養成 ようせい training, cultivation, nurturing

ニーズ needs
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第1部第3課

第
だい

1部
ぶ

　1文
ぶん

を理
り

解
かい

するストラテジー

第3課
か

　文
ぶん

の構
こう

造
ぞう

をとらえましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 ルーズ (from English “loose”) careless, lax

奴 やつ rough 3rd person pronoun, often mas-
culine; guy, fellow, bloke, chap

内心 ないしん innermost feelings, real sentiments; in 
one's heart

ニヤニヤ（する） (to) grin or smirk

自覚 じかく self-awareness, realization, conscious-
ness

腹痛 ふくつう stomach ache

言い訳 いいわけ reasons given, explanations, excuses

絶交 ぜっこう breaking off a relationship; finished/
through with someone

謝罪 しゃざい apology, acknowledgement of past er-
rors

メール e-mail

待ち合わせ まちあわせ meeting (at a set time), rendezvous

基本問題１ 用件 ようけん business, intended subject matter

（次）世代 （じ）せだい (next-) generation

課題 かだい study topic, task, assignment

基本問題２ 携帯電話 けいたいでんわ mobile phone, cell phone

表示（する） ひょうじ（する） (to) display

放課後 ほうかご after school

スタッフ staff

愛好者 あいこうしゃ fan, enthusiast, aficionado

3D 3D, three-dimensional

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

発展問題１ 大食い おおぐい gluttony, over-eating; competitive eat-
ing

タレント (from English “talent”) TV personal-
ity, celebrity

達成（する） たっせい（する） achievement, accomplishment; to 
achieve, accomplish

企画 きかく plan, idea, project

視聴者 しちょうしゃ audience, viewers

取材 しゅざい (media) coverage, report

若者 わかもの young person, young people

指摘（する） してき（する） indication, to indicate

結び付ける むすびつける to connect, join, link together

反論 はんろん objection, (counter-)argument, rebut-
tal

栄養失調 えいようしっちょう malnutrition, undernourishment

食 しょく food, meals

～ざるを得ない ～ざるをえない cannot help but do ~; unable to avoid 
doing ~

発展問題２ 超える こえる to go over, exceed

取り組む とりくむ to tackle, take on, fight against (a per-
son or thing); make an effort to solve 
(a problem)

連盟 れんめい league, union, federation

悩み なやみ troubles, worries, problems, concerns

対応 たいおう response, reception

賃金 ちんぎん salary, wages, pay

認定（する） にんてい（する） accreditation, certification; to accredit, 
certify

受け付ける うけつける to receive, accept
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第1部第3課

問題 日本語 読み方 英語
発展問題２ 支部 しぶ branch office, local chapter

打ち明ける うちあける to open up one's heart about, confess

果たす はたす to carry out, perform, fulfill

近年 きんねん in recent years

件数 けんすう number of cases

急増（する） きゅうぞう（する） sudden increase; to increase rapidly

確保 かくほ securing, maintaining; gathering to-
gether, lining up

背後 はいご (the cause) behind

応募者 おうぼしゃ applicant

高齢化 こうれいか aging

介護 かいご (nursing) care

不況 ふきょう (economic) depression, recession

実情 じつじょう reality, actual circumstances

公的 こうてき public

支援 しえん support
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第1部第4課

第
だい

1部
ぶ

　1文
ぶん

を理
り

解
かい

するストラテジー

第4課
か

　前
ぜん

件
けん

と後
こう

件
けん

の関
かん

係
けい

をつかみましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 後回し あとまわし ～にする: to postpone, put off until 

later
焦る あせる to hurry, rush

仮眠 かみん nap, short snooze

かじりつく to latch onto, stick with, attach oneself 
to; here, “to read with frantic determi-
nation”

手遅れ ておくれ belated, too late

達成（する） たっせい（する） accomplishment, achievement; to ac-
complish, complete successfully

（ご）ほうび reward

半信半疑 はんしんはんぎ half-believing, half-doubting; skepti-
cal

はかどる to make progress

基本問題 マナー (good) manners

内定 ないてい tentative offer (already decided infor-
mally but not yet officially confirmed)

ダイエット diet

体調 たいちょう physical condition

保護者 ほごしゃ parents & legal guardians

得る える to get, obtain

カフェ café

発展問題１ カラオケボックス “karaoke box”: a business offering pri-
vate rooms with karaoke equipment, 
usually rented by the hour, sometimes 
with package deals for refreshments 
included

出先 でさき destination (out of the office / out in 
the field)

商談 しょうだん business talk, business negotiations

防音（する） ぼうおん（する） (to) sound-proof

密室 みっしつ room locked from the inside; behind 
closed doors

心地 ここち feeling (here, relating to comfort)

スタジオ studio

レンタル rental

ニーズ needs

応える こたえる to respond to

充実 じゅうじつ fullness, completeness, repleteness

本格 ほんかく original (recipe), house special

キッズルーム kids' room

顧客 こきゃく customer, patron

飲食 いんしょく food & drink; ～する  to eat & drink

発展問題２ 何だか なんだか somewhat, somehow; sort of, kind of, 
a little bit

ムッとする to be huffy, indignant

ルームメート roommate

称賛 しょうさん praise, admiration

発言 はつげん comments, statements, remarks

害する がいする to hurt, injure; 気分を～: to hurt (a 
person's) feelings, offend

ショック shock

照れくさい てれくさい bashful, shy, awkward, embarrassed
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第2部第5課

第
だい

2部　文の連
れん

続
ぞく

を理解するストラテジー

第5課
か

　「これ」「それ」が指
さ

すものを考えましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 電子メール でんしメール e-mail

基本問題１ 女子高生 じょしこうせい female high school student

エピソード episode

プリクラ［＝写真シール］ “Print Club”: instant photo booth that 
prints out photos as highly-custom-
izable stickers that may be shared 
amongst friends

ゆがめる to twist, distort, make strange; here, 
“to make a face”

ブス ugly

不快 ふかい nasty, sickening

反発 はんぱつ revolting, repulsive

当の（友人） とうの（友人） (the friend) in question

何様のつもり なにさまのつもり set phrase - “Just who do you think 
you are?!”

基本問題２ ハンガリー Hungary

ドイツ（語） ドイツ（ご） Germany; German language

一理 いちり a sensible line of reasoning, good argu-
ment, good point

見覚え みおぼえ visual recollection; ～がある: to recog-
nize on sight

習得 しゅうとく learning, mastery, acquisition (of a 
skill)

～術 ～じゅつ art, technique, skillful method

基本問題３ 自助 じじょ self-help

視点 してん point of view

当てはめる あてはめる to apply a standard of judgment, to 
consider in light of

途上国 とじょうこく developing country

自覚（する） じかく（する） consciousness, awareness; to realize, 
be aware (of)

自立（する） じりつ（する） independence; to be self-sufficient

支援（する） しえん（する） aid, assistance; to support

発展問題１ 本質 ほんしつ essence, fundamental character, nature

大げさ おおげさ grandiose, dramatic, over-exaggerated

別人 べつじん a different person

世代 せだい generation

確固（とした） かっこ（とした） firm, solid; considered as fixed, cer-
tain, established, unshakable

実在 じつざい existence, reality

蓄積（する） ちくせき（する） stockpile; to store up, accumulate

若者 わかもの young people, whippersnappers

暗黙（のうちに） あんもく（のうちに） implicit(ly), tacit(ly)

むろん it goes without saying; of course

思いあたる おもいあたる to recall (something), to have (some-
thing) come to mind

容量 ようりょう capacity

発展問題２ 歩む あゆむ lit. to walk forward; fig. to proceed in 
life

再会（する） さいかい（する） reunion; to reunite, meet again
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第2部第6課

第
だい

2 部　文の連
れん

続
ぞく

を理解するストラテジー

第6課
か

　省
しょう

略
りゃく

されているものが何か考えましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 ロボット robot

アニメ［＝アニメーション］ animation, cartoon; animated movie, 
animated series

プロジェクト project

模型 もけい model, mock-up

（実物）大 （じつぶつ）だい largeness; 実物大 life-size, full-scale, 
as big as the original

主人公 しゅじんこう main character, hero/heroine

操縦（する） そうじゅう（する） control, steering; to pilot

プラモデル plastic model

かなう to match, compare with, live up to

歓声 かんせい cheer, shouts of joy

にぎわい lively crowd, throng

迫力 はくりょく hypnotic force, power, interest

フラッシュ flash

ひときわ the thing that stands out; stark, con-
spicuous, remarkable

若者 わかもの young people

初老 しょろう just past middle-aged; in the beginning 
of one's old age

紳士 しんし gentleman, gentlemen

（年齢）層 （ねんれい）そう 層 - layer of society, class of people; 年
齢層 - age bracket, age group

視線 しせん look, gaze

ヒーロー hero

支持（する） しじ（する） (to) favor, support

基本問題 インドネシア Indonesia

バリ島 バリとう the island of Bali

犬歯 けんし canine teeth

名残 なごり remnant, vestige, relic

一人前 いちにんまえ grown-up, come of age, adult

済ます すます to manage, carry on (without some-
thing); here, “to put off”

仰向け あおむけ lying flat on one's back, face up

木槌 きづち wooden mallet

鉄やすり てつやすり iron file, rasp

押える おさえる to hold down

麻酔 ますい anesthesia

大の だいの huge, great; here, “intense”

発展問題 共有（する） きょうゆう（する） shared, held together in common; to 
share

味気ない あじけない insipid, dull, lacking in interest or fla-
vor, difficult to enjoy

同級生 どうきゅうせい student in the same year/level as one-
self; classmate

学食［＝学生食堂］ がくしょく［＝がくせいしょくどう］campus dining hall, cafeteria

ラーメン ramen (Chinese-inspired noodle soup)

カウンター counter

ついたて screen

発する はっする to give off (light, smells, sounds, etc); 
with a speech-act as object: to utter

すする to suck into one's face; to sip at/ slurp 
up (drinks, soups, etc.)

好評 こうひょう favorably-judged, well-received, pop-
ular
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第2部第6課

問題 日本語 読み方 英語
発展問題 世間体 せけんてい respectability, image of decency, ap-

pearances
（それ）自体 （それ）じたい (that) in and of itself

人目 ひとめ the eyes of others; other people's per-
ceptions
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第2部第7課

第
だい

2部　文の連
れん

続
ぞく

を理解するストラテジー

第7課
か

　関
かん

連
れん

のある言
こと

葉
ば

を探
さが

しましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 主食 しゅしょく staple food, centerpiece of a meal

じゃがいも potato

副食 ふくしょく side dish, accompaniment

炊く たく to boil

物足りない ものたりない lacking in something; unsatisfying

基本問題１ 同級生 どうきゅうせい student in the same year/level as one-
self; classmate

リンス hair rinse, conditioner

世代 せだい generation

昭和 しょうわ Shōwa (Era): 1926-1989 CE; the 
Shōwa 40's were from the mid-1960's 
to the mid-1970's CE.

恋愛 れんあい romance, love

無縁 むえん unrelated, irrelevant, having nothing to 
do with

近しい ちかしい close, intimate

ネット the Net (Internet)

体臭 たいしゅう body odor, personal scent

汲み取り式 くみとりしき older-style toilet (most often a flush-
less squat toilet) that stores up accu-
mulated waste in a septic tank for later 
removal; still commonplace in some 
rural areas.

（９）割 （９）わり (nine-) tenths

基本問題２ 原色 げんしょく primary color

競う きそう to compete with

ごちゃごちゃ jumbled, messy, mixed up, chaotic

民族衣装 みんぞくいしょう traditional folk costume, ethnic garb

鮮やか（な） あざやか（な） vivid, lively, bright

ショーケース showcase

スポンジケーキ sponge cake

バタークリーム buttercream (frosting / icing)

強烈（な） きょうれつ（な） intense

概して がいして on the whole; generally speaking

一目 ひとめ one look; a single glance

繁華街 はんかがい crowded streets; lively business and/or 
shopping districts

ネオン neon

ひしめく to crowd together

淡い あわい pale, lightly-colored

抑える おさえる to restrain, hold back

景観 けいかん landscape, scenery

配慮（する） はいりょ（する） consideration; to consider

街並み まちなみ city streets; rows of shops and houses

日差し ひざし sunshine

くすむ to be drab, dull

映える はえる to shine, take on a beautiful glow

発展問題 ささやく to whisper

チューリップ tulip

ロバ donkey

錠前 じょうまえ lock

（錠前）破り （じょうまえ）やぶり cracking, breaking; lock-picking
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第2部第7課

問題 日本語 読み方 英語
発展問題 べらべらと talking and talking, chattering away

むやみに randomly, indiscriminately

的中（する） てきちゅう（する） to hit the target, get right

はるかに far and away; far more … than

不意に ふいに unexpectedly, without any warning

記憶喪失症 きおくそうしつしょう memory loss, amnesia

立会い たちあい (in) the presence (of)

発生（する） はっせい（する） incident; to occur

後悔（する） こうかい（する） (to) regret

試みる こころみる to attempt, to try
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第3部第8課

第
だい

3部
ぶ

　文
ぶん

章
しょう

の展
てん

開
かい

を理
り

解
かい

するストラテジー

第8課
か

　文
ぶん

末
まつ

に注
ちゅう

目
もく

して書
か

き手
て

の意見を見
み

抜
ぬ

きましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 町並み まちなみ city streets

つぶやく to murmur

道端 みちばた roadside; along the sides of the streets

見当たる みあたる to come into view; to be found

母国 ぼこく motherland, native country, homeland

ボランティア（活動） ボランティア（かつどう） volunteer (activity)

火ばさみ ひばさみ lit. “fire tongs”; here, “litter tongs”

分別（する） ぶんべつ（する） separation & classification; to sort

メール e-mail

成果 せいか results

植え込み うえこみ bushes, shrubberies; hedges serving as 
borders

証拠 しょうこ evidence, proof

コンビニ［＝コンビニエンスストア］ convenience stores

百円ショップ ひゃくえんショップ 100-yen shop: price-point variety 
stores where everything is priced at 
100 yen, similar in concept to dollar 
stores and pound shops.

携帯（灰皿） けいたい（はいざら） portable, handheld; here, pocket (ash-
tray)

菓子パン かしパン sweet buns, pastries

包装紙 ほうそうし paper wrapping

基本問題１ ストレス stress

正論 せいろん sound arguments, reasoned statements

受け入れる うけいれる to accept, agree with

言い訳 いいわけ reason, excuse

変質（する） へんしつ（する） alteration, transformation; (to) change 
(esp. for the worse)

高名 こうみょう great reputation; famous, renowned

ゴーストライター ghostwriter

基本問題２ 学歴 がくれき academic history, educational back-
ground

暴力 ぼうりょく violence

当てはまる あてはまる to be applicable (to a situation)

ケース case

基本問題３ サイト (web)site

ネイティブ（・スピーカー） native (speaker)

母語話者 ぼごわしゃ native speaker

移民大国 いみんたいこく land of many immigrants

人材 じんざい skilled person; the right (wo)man for 
the job

ギリシャ Greece

スペイン Spain

プエルトリコ Puerto Rico

経る へる to go through, have experiences in

ポーランド Poland

韓国 かんこく Korea

インターナショナルスクール international school: school with a cur-
riculum designed to meet the needs of 
students of varied ethnic origins whose 
families may move frequently, such as 
the families of diplomats, military per-
sonnel, missionaries, and international 
businesspeople.

基本問題４ 客観的 きゃっかんてき objective
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問題 日本語 読み方 英語
基本問題４ 公演 こうえん public performance

望ましい のぞましい desirable, preferable

主観的 しゅかんてき subjective

中国 ちゅうごく China

規模 きぼ scope, scale

生かす いかす to make good use of; to bring (a skill) 
into play

サポート support

記述 きじゅつ description

低める ひくめる to lower, minimize

発展問題 市役所 しやくしょ city/town hall, municipal office

登録 とうろく registration

健康保険証 けんこうほけんしょう health insurance card

口座名義 こうざめいぎ (bank) account holder's name

一般的 いっぱんてき commonplace, everyday, typical

レシート receipt

入国管理局 にゅうこくかんりきょく immigration office

何しろ なにしろ anyway, anyhow; at any rate

ウクライナ（語） ウクライナ（ご） Ukraine; Ukrainian (language)

ベトナム（人） ベトナム（じん） Vietnam; Vietnamese (person)

フルネーム full name

簡体字 かんたいじ Simplified Chinese characters: stan-
dardized script widely used in the 
People's Republic of China, in which 
many radicals have been altered to 
contain fewer strokes.

表記 ひょうき transcription, spelling

音読み おんよみ on-yomi: the Sino-Japanese pronun-
ciation of a kanji, originally based 
upon the character's pronunciation(s) 
in various Chinese dialects centuries 
ago, but now noticeably different from 
pronunciations in any living Chinese 
language.

（それ）を機に （それ）をきに taking advantage of (that)

ニックネーム nickname

添える そえる to have together, along with; to have as 
an accompaniment
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問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 コンビニ convenience store

おにぎり o-nigiri: rice balls, often pressed into 
a triangular shape and covered with a 
small sheet of nori for easy handling. 
An extremely popular lunch-box item 
that can be made at home or bought 
pre-made with a wide variety of salty 
and/or pickled fillings and flavorings.

大げさ おおげさ grand, lofty; grandiose, inflated, exag-
gerated

社交辞令 しゃこうじれい polite expression, diplomatic phras-
ing; social niceties without any deeper 
meaning necessarily entailed by the 
automatic use thereof

（それ）自体 （それ）じたい (that) in and of itself

ホームステイ homestay

対等 たいとう of equal standing

基本問題 レジ袋 レジぶくろ (disposable) shopping bag, carrier bag, 
grocery sack

削減 さくげん reduction

おでん oden: a hearty wintertime dish with a 
variety of ingredients stewed together 
in a salty broth (fishcakes, root vegeta-
bles, boiled eggs, konnyaku, etc.)

欠かす かかす to do without

小売 こうり retail

百貨店 ひゃっかてん department store

業界 ぎょうかい lit. “business world”; industry, trade

手提げ袋 てさげぶくろ handbag; here, “shopping bag”

ブランド・イメージ brand image

割高 わりだか greater expense; more expensive, 
higher (in price)

ロゴ logo

購入（する） こうにゅう（する） (to) purchase

マイバッグ “my bag”- a shopper's own reusable 
shopping bag

言い分 いいぶん (a person's) say in an argument; one 
party's case; contention, claim; excuse

汁物 しるもの soup, stew, or any other such dish with 
broth as the main component

生鮮食料品 せいせんしょくひん fresh foods, perishable items (fresh 
produce, seafood, meat, etc.)

実質的 じっしつてき substantial

値上げ ねあげ price increase

家計 かけい family budget

圧迫（する） あっぱく（する） pressure, weight; to put pressure on, 
weigh heavily, oppress

上乗せ うわのせ additional cost, added charges

値下げ ねさげ price reduction

法制化 ほうせいか legislation, making into law

発展問題 悪化（する） あっか（する） worsening; to deteriorate, change for 
the worse

解雇（する） かいこ（する） dismissal (of an employee), pink slip; 
to dismiss, to lay off

急増（する） きゅうぞう（する） sudden increase; to increase rapidly

近年 きんねん (in) recent years

不況 ふきょう economic depression, recession, hard 
times

有力 ゆうりょく powerful
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問題 日本語 読み方 英語
発展問題 ワークシェアリング work-sharing

導入 どうにゅう introduction

オランダ The Netherlands

労使 ろうし labor and management

双方 そうほう both sides, both parties alike

抵抗感 ていこうかん resistance

減少（する） げんしょう（する） reduction; to decline

反発（する） はんぱつ（する） opposition, backlash; to react against

余暇 よか spare time, leisure

短縮（する） たんしゅく（する） reduction; to shorten

好況 こうきょう economic boom, prosperity, good 
times

現状 げんじょう present circumstances, current condi-
tions

過労死（する） かろうし（する） death from overwork; to work oneself 
to death

（失業を）苦に （しつぎょうを）くに suffering (due to unemployment)

高齢者 こうれいしゃ elderly person

介護者 かいごしゃ caregiver

本音 ほんね true thoughts on a matter, real senti-
ments

過度 かど extreme, excessive

依存 いぞん dependence

ストレス stress

離職 りしょく giving up one's career, leaving one's 
profession

向上 こうじょう improvement, betterment

基本給 きほんきゅう base salary, base pay

人件費 じんけんひ personnel costs

コスト costs

事実 じじつ reality, fact

損失 そんしつ loss

雇用 こよう employment, job

保障 ほしょう security

姿勢 しせい attitude

帰属意識 きぞくいしき sense of belonging, identification with 
a group

勤労意欲 きんろういよく desire to work, will to work

メリット merit

現行 げんこう existing, currently in effect

兼業規定 けんぎょうきてい regulations regarding the seeking of a 
second job / outside employment

整える ととのえる to fix, put in order

賃金 ちんぎん earnings, pay

原則 げんそく principle, rule

創出 そうしゅつ creation

要約（する） ようやく（する） summary; to summarize
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問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 保つ たもつ to keep, maintain, safeguard

～類 ～るい type, class, family

ごま sesame

ナッツ nuts

海藻 かいそう seaweed

魚介 ぎょかい seafood

しいたけ shiitake (type of mushroom)

きのこ mushroom

いも tuber, potato

品数 しなかず number of items

タンパク質 タンパクしつ protein

カルシウム calcium

カロチン carotene

炭水化物 たんすいかぶつ carbohydrate

ハム ham

ほ乳類 ほにゅうるい mammal

ライオン lion

トラ tiger

青々 あおあお verdant, leafy-green

ウサギ rabbit

キリン giraffe

パンダ panda

笹 ささ shrubby, low-growing bamboo grass

長生き ながいき long life

栄養素 えいようそ nutrient

基本問題 ～ごっこ playing make-believe; お母さん～: 
play-acting as Mother, playing house

喜々とする ききとする to be gleeful

取って代わる とってかわる to replace, to take the place of

家電 かでん consumer electronics, household ap-
pliances

憧れ あこがれ adoration, longing for, admiration, as-
piration

象徴 しょうちょう symbol

居心地 いごこち comfort, ease; ～がいい: comfortable

名称 めいしょう title

連載（する） れんさい（する） serial; to serialize

孤立 こりつ isolation; isolated

キャリア career

決別 けつべつ separation, parting

敏感 びんかん sensitive

取り戻す とりもどす to reclaim, get (something) back

復活（する） ふっかつ（する） revival, restoration; to bring back to 
life

少子化 しょうしか declining birthrate

発展問題 優先席 ゆうせんせき “Priority Seat” / “Courtesy Seat”: pri-
ority seating (usually near the doors of 
each car of a train) marked as reserved 
for people for whom prolonged stand-
ing would be a particular hardship, 
such as senior citizens, persons with 
disabilities, pregnant women, and par-
ents carrying small children.
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問題 日本語 読み方 英語
発展問題 赤ん坊 あかんぼう baby

わざわざ intentionally, specially, pointedly; go-
ing out of one's way (to do something)

設置（する） せっち（する） establishing, installing; to set up

踏まえる ふまえる to be grounded in, based upon

促す うながす to press (someone to do something), 
to urge

現状 げんじょう present conditions, status quo

世代 せだい generation

規範 きはん standards, norms, rules

一端 いったん part, portion; ～を��が�を��が�: to get 
some idea of

見かける みかける to catch sight of, chance to see, witness 
by happenstance

携帯電話 けいたいでんわ mobile phone, cell phone

整列（する） せいれつ（する） formation, line; to form a line, stand in 
a queue

一斉 いっせい all together; here, “by common con-
sensus / general agreement”

自己 じこ oneself; here, “by/for oneself”, “on 
one's own”

他者 たしゃ other people; others

良心 りょうしん conscience

モラル morals, morality

行為 こうい action(s), deed(s); conduct, behavior

規定（する） きてい（する） rule, regulation; to regulate, define

視線 しせん look, glance; here, “looks”, “stares”, 
“glares”

阻む はばむ to prevent, thwart, keep in check
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問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 避難 ひなん safety, refuge, shelter; evacuation

クッション cushion

おさまる to calm down, abate, subside

見計らう みはからう to wait until an appropriate time to act, 
look for an opportune interval

ゆがむ to warp, twist, take on a distorted 
shape

余震 よしん aftershock

基本問題 幼稚園児 ようちえんじ preschoolers & kindergarteners, start-
ing anywhere from ages 3~5

休日 きゅうじつ rest days, time off; here, “weekends”

教材 きょうざい teaching materials

ゲームソフト “game soft(ware)”: video games, com-
puter games

公立 こうりつ public (state-maintained) school

（使い）こなす （つかい）こなす to master a skill; to acquire (a lan-
guage)

教科 きょうか teaching materials

韓国 かんこく South Korea

（非英語）圏 （ひえいご）けん (non-English-speaking) areas, (outside 
of the Anglo)sphere

受け入れる うけいれる to accept

異文化 いぶんか foreign culture

身近 みぢか familiar

早期 そうき early; ～教育 “early childhood educa-
tion”

根強い ねづよい deeply rooted, deep-seated, firmly 
held, unshakable

優先（する） ゆうせん（する） precedence; to prioritize

そろばん abacus

一因 いちいん one cause, one contributing factor

効率 こうりつ efficiency

本格的に ほんかくてきに really, seriously, in earnest

発展問題 コンビニエンスストア convenience store

振り込み ふりこみ payment by bank transfer

チケット ticket

規制（する） きせい（する） restrictions, controls; to regulate

店舗 てんぽ store, shop

超える こえる to exceed

煌々と こうこうと brightly

灯り あかり light; lighting

ともす to turn on (a light), have (a light) lit

昨今 さっこん these days, recent times, recently

風潮 ふうちょう trend

真っ向 まっこう ～�ら: directly opposite, head-on; fly-
ing in the face of, in open defiance

若者 わかもの young people

たまり場 たまりば place to meet up; hang-out

バイク motorbike, motorcycle

たむろ（する） gathering together, hanging out

近隣 きんりん neighborhood

安眠 あんみん sleep

妨害（する） ぼうがい（する） disturbance; to disturb, interfere with



『留学生のための読解トレーニング』語彙リスト（英語版）

第3部第11課

問題 日本語 読み方 英語
発展問題 平穏 へいおん peace & quiet

出歩く でむく to go out & walk around

反論 はんろん counterargument

試算 しさん trial calculation, estimate

排出（量） はいしゅつ（りょう） (amount of) emissions

換算（する） かんさん（する） conversion; to convert

LED light-emitting diode

照明 しょうめい lights, lighting

削減 さくげん reduction, cut

パフォーマンス performance

難を逃れる なんをのがれる to escape from danger

治安 ちあん public order, security

一役買う ひとやくかう to play a role

就寝（する） しゅうしん（する） going to bed, sleeping

増加 ぞうか increase

終電 しゅうでん last train of the day

サポート support

閉店 へいてん closing up shop; end of business hours

業務 ぎょうむ service

（時間）帯 （じかん）たい (time) band → time slot, interval

交通網 こうつうもう traffic network

成り立つ なりたつ to be implemented, work out, be pos-
sible

要するに ようするに ～に: in summary...; the point is...

意思 いし wishes, desires, will

錯覚 さっかく delusion
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問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦１　 軽傷 けいしょう minor injuries

新宿 しんじゅく Shinjuku [District]: one of Tokyo's 23 
special wards, located on the western 
side of the city center and famous as 
one of the world's busiest urban transit 
hubs, the seat of Tokyo's metropolitan 
government, and home to several ma-
jor business districts.

右折（する） うせつ（する） (to make) a right turn

対向車線 たいこうしゃせん opposite lane

負う おう to bear (wounds), sustain (an injury)

（新宿）署 （しんじゅく）しょ office, station; 新宿署 Shinjuku (Po-
lice) Station

まずは挑戦２ 打ち込む うちこむ literally, to drive (an object) into (an-
other object); figuratively, to com-
pletely throw oneself into (a task), be 
intensely driven (to complete it)

アニメ（アニメーション） animation, cartoon; animated movies, 
animated series

違和感 いわかん the disconcerting feeling that some-
thing is out of place / doesn't match up

字幕 じまく subtitles

さほど (not) that much, (not) so much

極度 きょくど ～の: extreme(ly)

近眼 きんがん myopia; myopic, nearsighted / short-
sighted

画面 がめん (TV/movie) screen, display; picture, 
image

効率 こうりつ efficiency, effectiveness; ～がいい ef-
ficient, effective

手元 てもと on hand, at hand, in hand; kept avail-
able nearby, at the ready

言い回し いいまわし turn of phrase, expression

一切 いっさい completely, absolutely, (at) all

乗り越える のりこえる to surmount, get over, overcome

何事においても なにごとにおいても in all things, in everything

基本問題１ コンビニ（コンビニエンスストア） convenience store

立川市［日本の地名 ] たちかわし Tachikawa City (place in western To-
kyo)

押し入る おしいる to barge in, forcibly enter, break into

逃走（する） とうそう（する） getaway, escape; to run away, flee

（立川）市警 （たちかわ）しけい (Tachikawa) City Police

中肉中背 ちゅうにくちゅうぜい of ordinary height & build

目だし帽 めだしぼう ski mask, balaclava, helmet liner

サングラス sunglasses

犯行 はんこう crime

従業員 じゅうぎょういん employee

基本問題２ ジャンボ機 ジャンボき jumbo jet

旅客機 りょかくき passenger plane

燃料 ねんりょう fuel

乗員 じょういん flight crew

機体 きたい the body of the plane, airframe

自重 じじゅう total weight (of an unloaded vehicle) 
in and of itself

（183ｔ）弱 （183ｔ）じゃく less than (183 t)

（777-300）型機 （777-300）がたき model (777-300)

フライト flight
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問題 日本語 読み方 英語
基本問題２ 宙 ちゅう the open sky, air

全幅 ぜんぷく full width; of a plane, “wingspan”

尾翼 びよく tail assembly, empennage; 垂直尾翼 
tailfin, vertical stabilizer

縮尺 しゅくしゃく reduced scale

（縮尺）率 （しゅくしゃく）りつ (scale) factor, ratio

物体 ぶったい body, object; stuff, matter

折り紙 おりがみ origami: folded paper

巨体 きょたい gigantic body

判定 はんてい judgement, decision

発展問題 指摘（する） してき（する） indication; to point out, draw some-
one's attention to

左利き ひだりきき left-handed

担任 たんにん of a teacher – homeroom teacher, form 
master / mistress

課題 かだい assignment, task for class

運針 うんしん needle-handling

扉 とびら door

めくる to turn over

包丁 ほうちょう kitchen knife

（イスラム）圏 （イスラム）けん (Islamic) world

イスラム（教） イスラム（きょう） Islam

不浄 ふじょう unclean

まごつく to feel flustered, at a loss

焦る あせる to feel hurried; to rush

小銭 こぜに coins, small change

断食明け だんじきあけ the ending of a fast; here, refers to Eid 
al-Fitr, 1-3 days of feasting, gift-giv-
ing, and holiday cheer following the 
end of Ramadan fasting each year.

手作り てづくり handmade, homemade

色とりどり いろとりどり a multicolored variety of things

引っ込める ひっこめる to withdraw (something), take back
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問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦１ 初夏 しょか early summer

手放す てばなす to let go of, relinquish, part with

コンビニエンスストア（コンビニ） convenience store

素振り すぶり practice swings

欠かす かかす to do without

手すり てすり handrail

まずは挑戦２ 点灯（する） てんとう（する） lighting up; to be lit

体力 たいりょく physical strength

つぶやく to murmur

はめ fix, bind, mess, frustrating situation

急ぎ足 いそぎあし quick pace

基本問題１ 体験（する） たいけん（する） personal experiences; to experience 
for oneself

訪れる おとずれる to come, arrive at; to visit

パンプキンパイ pumpkin pie

ひっきりなし constant, incessant

キャラクター character

仮装（する） かそう（する） costume, disguise; to dress oneself up 
as

忍者 にんじゃ ninja

十手 じって jitte: Edo-period weapon consisting of 
a short metal rod with a smaller hook 
projecting from above its handle, com-
monly issued to samurai police offi-
cers.

挑戦（する） ちょうせん（する） challenge; to challenge (oneself or oth-
ers), test one's limits

思い思いの おもいおもいの according to each one's tastes, indi-
vidually chosen

正解 せいかい right answer, correct response

基本問題２ 一面 いちめん all around, the entire surface

発展問題 樹液 じゅえき tree sap

交尾（する） こうび（する） mating; to mate

精液 せいえき semen, sperm

唾液 だえき saliva

反応 はんのう reaction

刺す さす to prick; of insects, to bite or sting

追い払う おいはらう to drive away, shoo away

理論的 りろんてき theoretical(ly)

見守る みまもる to watch intently

耳元 みみもと at one's ears, in one's ears, close to the 
ears

手がかり てがかり reference, hint, clue

敏感 びんかん sensitivity; well-attuned to

要（注意） よう（ちゅうい） requiring, needing (attention, caution)

柑橘（系） かんきつ（けい） (types of) citrus

スプレー spray

タンパク質 タンパクしつ protein

レモン lemon

アレルギー allergy

注入 ちゅうにゅう injection

産卵 さんらん laying eggs, spawning
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か

　ストーリーを上手に読みましょう

問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 同級生 どうきゅうせい student in the same year/level as one-

self; classmate
ガールズトーク girl-talk

ストール stole, shawl

襟元 えりもと area around the collar; near the neck

値札 ねふだ price tag

雑貨 ざっか assorted goods, sundries; ～店: general 
merchandise store, store with a variety 
of goods

素早い すばやい quick, prompt

嫌味 いやみ sarcasm, wisecrack

敏感 びんかん sensitive, easily-irritated

ジンマシン hives, rashes

食べ放題 たべほうだい all-you-can-eat; here, “(dessert) buf-
fet”

基本問題１ 携帯電話 けいたいでんわ cell phone

メール e-mail, text message

くすぐったい ticklish; here, “fluttery”

就活［＝就職活動］ しゅうかつ［＝しゅうしょくか
つどう］

job search, job-hunting

挫折感 ざせつかん frustration at set-backs, sense of fail-
ure, feelings of discouragement

ストレス stress

追い出す おいだす to drive out

メールアドレス e-mail address

デザイナー designer

保育士 ほいくし nursery school teacher

女子大生 じょしだいせい female college student

背景 はいけい background

基本問題２ ショッピングモール shopping mall

片隅 かたすみ corner (in a building), nook (esp. an 
obscure one)

紳士服 しんしふく gentlemen's apparel, menswear

フォーマルウェア formal wear

ショーウィンドウ show window

マネキン mannequin

華 はな fabulousness, showiness, color & 
splendor; ～華がない lacking in visual 
interest; drab, dull

勧め すすめ suggestion, recommendation

異動 いどう change in job position, reassignment 
(esp. from one company office to an-
other)

著しい いちじるしい considerable, marked, remarkable

オーナー owner

ハンガー hanger

ぶら下がる ぶらさがる to hang (down) from, be suspended 
from, dangle

サボる to skip out on, shirk an obligation to 
attend, play hooky

試着（する） しちゃく（する） clothes-fitting; to try on (an article of 
clothing)

半信半疑 はんしんはんぎ half-believing, half-doubting; skepti-
cal

翌日 よくじつ the next day
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問題 日本語 読み方 英語
本問題２ 思い浮かぶ おもいうかぶ to float into one's thoughts, come to 

mind, be recollected
やる気 やるき will to do (something); motivation, 

determination, desire to accomplish a 
task

ライバル rival

キャリア career

築く きずく to build up

つぶやく to murmur

発展問題 フレンドリー friendly

親しみやすい したしみやすい friendly, easy to get to know

出会う であう to meet, make the acquaintance of

ひかれる to be attracted to, drawn towards, 
charmed by

たまたま by chance, coincidence; happening 
spontaneously without any specific in-
tention or effort behind it

告白 こくはく confession (here, of love)

携帯［＝携帯電話］ けいたい［＝けいたいでんわ］mobile, portable, hand-held [com-
monly-used abbreviation of “mobile 
phone”; cell phone]

画面 がめん screen, display

落ち込む おちこむ to fall into (a depression); to get de-
pressed

ランプ (from English “lamp”) light(s)

迷惑メール めいわくメール spam, unwanted email, junk-mail

相変わらず あいかわらず unchangingly; as always, same as ever, 
just as before

後悔（する） こうかい（する） (to) regret

俺 おれ I, myself, me; assertively masculine 
1st person pronoun (mainly used when 
speaker feels that he outranks other 
people around him)

新着 しんちゃく new arrival; here, “new message” / 
“new mail”

主人公 しゅじんこう main character, protagonist
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問題 日本語 読み方 英語
まずは挑戦 ダイエットグッズ diet goods, weight-loss products

開発（部） かいはつ（ぶ） development (department); here, “De-
partment of [Product] Development”

勤務 きんむ work, duties; here, “[who] works for”, 
“working at”

サイズアップ “size up” - going up to another size

思い当たる おもいあたる to come to mind

夜食 やしょく late-night eating, midnight snack

まともに directly, squarely, properly

嘆く なげく to sigh, lament

接待 せったい to receive (guests), entertain; to wine-
and-dine

二次会 にじかい afterparty; informal continuation of a 
get-together at another location, such 
as a bar or karaoke parlor.

居酒屋 いざかや bar, pub

揚げ物 あげもの fried food

食生活 しょくせいかつ diet, eating habits

近年 きんねん (in) recent years

原則 げんそく principle, general rule

ブレイク（する） (to) “break”; (to gain) sudden popular-
ity

（仕事）柄 （しごと）がら (job) feature, characteristic; here, “[in / 
as part of] the nature of the job”

転職 てんしょく completely, absolutely, (at) all

プチ断食 プチだんじき “petit fast” - short-term diet with ex-
treme caloric restriction for periods of 
a few hours to a few days at a time

しょうが ginger

にんじん carrot

香辛料 こうしんりょう spices

（健康）誌 （けんこう）し (health) magazine

減量 げんりょう reduction in quantity, loss (esp. weight 
loss)

一切 いっさい completely, absolutely, (at) all

外食 がいしょく meals outside the home; eating out

基本問題 段落 だんらく paragraph

母国 ぼこく motherland, homeland, one's native 
country

サポート “support”: aid, assistance

見る見るうちに みるみるうちに as one is watching; before one's very 
eyes

シーン scene

カメラマン cameraman

スタッフ staff

スケッチ sketch

仲介 ちゅうかい mediation, intermediate; go-between, 
intermediary

大声 おおごえ loud voice, shout

口調 くちょう tone of voice

セット set (theatrical scenery)

スタジオ studio

サイズ size

予想 よそう expectation; ～外: unexpected, unfore-
seen
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問題 日本語 読み方 英語
基本問題 舌打ち（する） したうち（する） tongue-click, tut-tut; to cluck one's 

tongue (in irritation at something)
アシスタント・ディレクター（AD) assistant director

ハード hard, difficult

手配 てはい arrangements

機材 きざい (mechanical) equipment

空腹 くうふく empty stomach

ごまかす to trick, deceive, fool

寝不足 ねぶそく insufficient sleep, sleep deprivation

反応 はんのう reaction

俺 おれ I, myself, me; assertively masculine 
1st person pronoun (mainly used when 
speaker feels that he outranks other 
people around him)

晴らす はらす to clear away, clear out; to vent (nega-
tive emotions)

発展問題 この世 このよ the world (in this lifetime)

受け入れる うけいれる to accept

運命 うんめい fate, destiny

シングル single

恋愛 れんあい romance, love

白馬 はくば white horse; ～の王子: “prince on a 
white horse” = fairytale prince, Prince 
Charming

由来 ゆらい origin, source; from

白雪姫 しらゆきひめ Snow White

美女 びじょ a true beauty; beautiful woman

キス kiss

目覚める めざめる to awaken

縁 えん fate, destiny; destined love; ～がな�
った: not destined; “it wasn't meant to 
be”

超自然 ちょうしぜん supernatural

無人島 むじんとう desert island, uninhabited island

住人 じゅうにん resident, inhabitant

在庫（切れ） ざいこ（ぎれ） (out of) stock

定義 ていぎ definition

根本的 こんぽんてき radical(ly), fundamental(ly)

備わる そなわる to have, possess, be endowed with

変わった かわった “different” - strange, weird, peculiar, 
abnormal

初版 しょはん first edition

棺 ひつぎ coffin

実家 じっか parents' house, original childhood 
home

小人 こびと dwarf

世間知らず せけんしらず naive, clueless about the world

選択肢 せんたくし choices, options

引き換え ひきかえ reverse; here, “in contrast”; “on the 
other hand...”

学歴 がくれき academic history, educational back-
ground

センス (fashion) sense, taste (in clothing)

余地 よち room, space; opportunity, enabling cir-
cumstances

外見 がいけん outward appearance, looks

元も子もない もともこもない losing everything

眠り姫 ねむりひめ Sleeping Beauty

シンデレラ Cinderella

取り消し線 とりけしせん strikethrough line, strikeout line
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