
第２課（ステップ１） 

アジア   亚洲 

アドバイス（する）   忠告，建议 

あんてい（する） 安定（する） 安定，稳定 

いこいのば 憩いの場 休息场所 

イスラムきょう ， 伊斯兰教 

いっけんのかちあり 一見の価値あり 值得一见 

インドシナはんとう インドシナ半島 印度支那半岛 

うき 雨期 雨季 

エビ   虾 

オーダーメイド   定做，定做品 

おでん   （用豆腐，萝卜，芋头等煮的）杂烩 

およそ   大概，大约 

がいしけい 外資系 外资 

かずおおく（の） 数多く（の） 很多 

かのじょ 彼女 她。女朋友 

かんき 乾期 旱季 

かんこうきゃく 観光客 游客，观光客 

かんこうち 観光地 旅游地 

カンボジア   柬埔寨 

きおん 気温 气温 

ぎおんやまかさ 祇園山笠 祇园山笠庙会 

きこう 気候 气候 

ぎん 銀 银子 

きんえん 禁煙 禁止吸烟。戒烟 

くしだじんじゃ 櫛田神社 櫛田神社 

くわえる 加える 加，添，增加。施加，给予 

こくみん 国民 国民 

じっさいに 実際（に） 实际上 

しつど 湿度 湿度 

しみんげきじょう 市民劇場 市民剧院 

しゅうきょう 宗教 宗教 

しゅうしょく（する） 就職（する） 就职，就业，找到工作 

しゅと 首都 首都 

しょくぶんか 食文化 饮食文化 

しょくみんち 植民地 殖民地 

しんじゃ 信者 教徒，信徒．崇拜者 



しんじゅ 真珠 珍珠 

しんとう 神道 （日本）神道 

シンボル   象征．符号，记号 

スープ   汤 

せいマリアきょうかい 聖マリア教会 圣玛利亚教会（堂） 

そんざいぶん 存在文 存在文 

タイ   泰国 

たら   大头鱼 

ちゅうおうゆうびんきょく 中央郵便局 中央邮局,邮政总局 

ちゅうごく 中国 中国 

ちゅうしん 中心 中心,中间,焦点,重点 

つまみ   下酒菜 

でんとう（てきな） 伝統（的な） 传统(的) 

とうがらし 唐辛子 辣椒 

とし 都市 都市,城市 

とにかく   不管怎样,总之,反正 

はこざきぐう 筥崎宮 箱崎神社 

ハノイ   河内 

はるまき 春巻き 春卷 

ヒンドゥーきょう ヒンドゥー教 印度教 

～ぶ ～部 部。～本，～部，～册，～份 

～ふう ～風 样子，态度。风习，风格 

フエ   顺化（越南中部城市） 

ぶっきょう 仏教 佛教 

ぶっきょうと 仏教徒 佛教徒 

フランス   法国 

ぶんけい 文型 句型 

ベトナム   越南 

ホーチミン   胡志明 

ほかに 他に 另外，除此之外 

まく 巻く 卷，卷上。卷起。缠上。拧（发条） 

まつり 祭り 庙会，祭祀 

みなみシナかい 南シナ海 南支那海 

みんぞく 民族 民族 

みんぞくいしょう 民族衣装 民族服装 

むしあつい 蒸し暑い 闷热 

めいしょ 名所 名胜 



めいぶつ 名物 名特产 

めんせき 面積 面积 

めんたいこ 明太子 狹鳕鱼的辣鱼子 

モスク   清真寺 

やく 約 大约，大概 

やたい 屋台 地摊，货摊 

ユダヤきょう ユダヤ教 犹太教 

ヨーロッパ   欧洲 

ライスペーパー   卷烟纸，宣纸 

ラオス   老挝 

りょう 寮 宿舍 

～わん ～湾 ～湾 

 



第２課（ステップ２） 

あちこち   到处 

い 胃 胃 

いくつか（の）   若干个（的） 

いけばな 生け花 插花 

いちおう 一応 大致，大略。暂且，姑且。一次，一下 

エジプト   埃及 

おきる 起きる 起立，站起来。起床。不睡。发生 

ガイドブック   旅行指南，参考手册 

からだじゅう 体中 全身 

かんこう（する） 観光（する） 观光，旅游 

ギザ   吉萨（埃及地名，位于开罗附近） 

きちょうひん 貴重品 贵重物品 

けんこう（な） 健康（な） 健康（的） 

こおり 氷 冰 

ゴールデン・ウィーク   黄金周 

さばく 砂漠 沙漠 

サングラス   太阳镜 

さんせい（する） 賛成（する） 赞成 

じぶんで 自分で 自己，自个儿 

シャンプー   洗法，洗头．洗发剂，香波 

じょうきょう 状況 情况，状况 

しんせい（する） 申請（する） 申请 

スカーフ   女用围巾，披肩 

スフィンクス   狮身人面像 

それで    因此,因而,所以.后来 

たて 縦 纵,竖.长,宽 

たてる 立てる 立,竖.冒,扬起.制定,起草 

たよりになる 頼りになる 可靠 

てつづき 手続き 手续 

トラベラーズ・チェック   旅行支票 

ながそで 長そで 长袖，长袖衣服 

なまみず 生水 生水 

バー   酒吧 

はやめに 早めに 提前，早些 

ビザ   签证 

ひとびと 人々 许多人，人们。各个人，每个人 



ひやけ（する） 日焼け（する） 晒黑 

ひやけどめ 日焼け止め 防止晒黑 

ピラミッド   金字塔 

ベストシーズン   最好的季节 

まち 街 城市，城镇，集镇。大街 

ミネラルウォーター   矿泉水 

むしよけ 虫よけ 除虫，防虫药 

よいどめ 酔い止め 解酒（药），防止醉酒。防止晕车（药） 

よかったら   可以的话 

ラウンジ   休息室，社交室 

ロールプレイ   角色演习 

 



第２課（ステップ３） 

アフリカ   非洲 

アルゼンチン   阿根廷 

イギリス   英国 

いこくじょうちょゆたか（な） 異国情緒豊か（な） 充满异国情调（地） 

いまでは 今では 现在 

いみん（する） 移民（する） 移民 

インド   印度 

インドよう インド洋 印度洋 

うらかみてんしゅどう 浦上天主堂 浦上天主堂 

えいきょう（する） 影響（する） 影响 

エーゲかい エーゲ海 爱琴海 

えどじだい 江戸時代 江户时代 

おおうらてんしゅどう 大浦天主堂 大浦天主堂 

オーストラリア   澳大利亚 

オーストラリアン・フットボー

ル 

  澳式足球 

オランダざか オランダ坂 荷兰坡 

おんせんち 温泉地 温泉地带 

ガーナ   加纳 

カカオ   可可豆 

カステラ   蛋糕 

かめのこうら 亀の甲羅 龟甲壳 

ガラズざいく ガラス細工 玻璃工艺品 

かんそう 感想 感想 

きげん 起源 起源 

きゅうグラバーてい 旧グラバー邸 旧克拉巴住宅 

ギリシャ   希腊 

きんだいてき（な） 近代（的な） 现代的 

くし   扦子 

クリケット   板球 

げんりょう 原料 原料 

こうげいひん 工芸品 工艺品 

こくさいしょくゆたか 国際色豊か（な） 富有国际色彩（的） 

さこく 鎖国 锁国，闭关自守 

さんち 産地 产地 

しぜんゆたか（な） 自然豊か（な） 大自然丰富（的） 



しない 市内 市内 

しまぐに 島国 岛国 

しんぴ（てきな） 神秘（的な） 神秘（的） 

スイス   瑞士 

スポット   点，黑点．地点 

スリランカ   斯里兰卡 

ぜんごうオープン・テニス 全豪オープン・テニス 全澳洲非正式网球比赛 

そうふくじ 崇福寺 崇福寺 

たいせいよう 大西洋 大西洋 

たいりく 大陸 大陆 

ちあん 治安 治安 

チャイナタウン   中国城 

チャンポン   搀杂,混合.(肉,菜等的)杂烩 

つたわる 伝わる 沿着,顺着.流传,传播.传入.传导 

であう 出会う 遇见,遇到,碰上 

ドイツ   德国 

とうざいなんぼく 東西南北 东西南北 

とうなんアジア 東南アジア 东南亚 

とくしょく 特色 特色,特长 

とくちょう 特徴 特征,特色,特点 

トラム   市内电车 

ニュージーランド   新西兰 

ネクタイピン   领带夹 

はってん（する） 発展（する） 发展 

はつめい（する） 発明（する） 发明 

ビードロ   玻璃，玻璃艺术品 

ひつじ 羊 羊 

ひっしゃ 筆者 作者，书写者 

フィッシュ＆チップス   油煎鱼加炸土豆 

へいわこうえん 平和公園 和平公园 

べっこう べっ甲 玳瑁 

ベネチアン・ガラス   威尼斯玻璃 

ペンダント   （服装）垂饰（耳环等）。吊灯 

ポート・フィリップわん ポート・フィリップ湾 菲利浦海湾 

ポルトガル   葡萄牙 

マスターズ・ゴルフ   美国乔治亚州每年一度的高尔夫球赛 

ミートパイ   肉饼，肉派 



みなみアメリカ 南アメリカ 南美洲 

みなみはんきゅう 南半球 南半球 

ミャンマー   缅甸 

メルボルン   墨尔本（澳大利亚南部港口城市） 

もっとも   合理，正当。不过，话虽如此 

ゆらい 由来 来历。原来，本来 

ラグビー   橄榄球 

リスボン   里斯本（葡萄牙首都） 

 


