
英語語彙リスト（提出順） 

 
第 1課（ステップ１） 

あいて 相手 partner 

～あう   do each other, together 

アウトドア   outdoor activities 

あかるい 明るい bright, cheerful 

あたまがいい 頭がいい smart, clever, bright 

アメリカ   America 

いざかや 居酒屋 bar 

いま 居間 living room 

いまでも 今でも still now 

イラストレーター   illustrator 

いわゆる   so-called 

いんしょう 印象 impression 

おたがいに お互いに each other, both 

おたがいの お互いの mutual, each other's, both 

おとなしい   quiet, well-behaved 

おんせん 温泉 hot spring 

～か ～課 counter for lessons 

かきかえる 書き換える rewrite 

がくしゅう（する） 学習（する） learning; to learn 

かんじる 感じる to feel 

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

きがみじかい 気が短い be short-tempered 

きしゃ 記者 journalist, pressman 

きゅうせい 旧姓 one's former name, one's maiden name 

きょうし 教師 teacher 

クラブ   club, student society 

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

グレー   grey 

くわしく 詳しく in detail 

けいえい（する） 経営（する） management; to manage 

けんちく 建築 architecture 

こうこく（する） 広告（する） advertisement; to advertise 

ごうコン 合コン party 

こくご 国語 Japanese language 



しあわせ（な） 幸せ（な） happy 

じこしょうかい（する） 自己紹介（する） self-introduction; to introduce oneself 

システムエンジニア   system engineer 

じまん（する） 自慢（する） to boast of, to be proud of 

じもと 地元 home town, local 

しやくしょ 市役所 city office 

しゅっぱんしゃ 出版社 publishing company 

しゅふ 主婦 housewife 

しょうけん 証券 bill, bond 

じょし 助詞 particle 

じょゆう 女優（→俳優） actress 

しりあう 知りあう to get acquainted with 

すうじ 数字 number, numeral 

せいじか 政治家 politician 

せいせき 成績 grade, record 

せんぎょうしゅふ 専業主婦 full-time housewife 

それぞれ   respectively 

だいいちいんしょう 第一印象 the first impression 

つうきん（する） 通勤（する） commuting to work; to commuteto work 

つなぐ   to link 

できる（子供が）   become pregnant 

デザイナー   designer 

デザイン（する）   design; to design 

どうし 動詞 verbs 

どうそうかい 同窓会 meeting of an alumni association 

～ねんせい ～年生 … year student 

のこり 残り the rest, remainder 

ビジネススクール   business school 

ひとめぼれ（する） 一目ぼれ（する） love at first sight 

ひょうげん（する） 表現（する） expression; express 

ひょっとして   possibly, perhaps, by any chance 

ふどうさんや 不動産屋 real estate agency 

ペア   pair 

べんごし 弁護士 lawyer 

ほけん 保険 insurance 

ほら   Look! 

まちがっている 間違っている be mistaken, be wrong 



みならう 見習う learn, study follow an example 

もっていく 持っていく to take (thins) 

モデル   model 

やくわり 役割 role, part 

やつ 奴 guy, fellow 

ようたい 様態 mode 

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

れいがい 例外 exception 

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

ろんぶん 論文 paper, thesis 

 



第 1課（ステップ２） 

あいつ   that fellow 

あるひ ある日 one day 

いんしょうにのこる 印象に残る impress 

おさななじみ 幼なじみ friend from one’s infancy 

おもいで 思い出 memory 

オリンピック   Olympics 

かきいれる 書き入れる to fill in, to write in 

かぎっこ かぎっ子 latchkey child, door-key boy 

カブトムシ   beetle 

カラーテレビ   color TV 

カラオケ・ボックス   Karaoke box 

きおく（する） 記憶（する） memory; to memorize 

きまり！ 決まり！ That settles it. 

クーラー   cooler, air conditioner 

けっきょく 結局 finally, in the end 

けん 県 prefecture 

～ご ～後 after ..., … later 

こうどけいざいせいちょうき 高度経済成長期 period of highly economic growth 

ごちそうさまでした   Thank you for the meal. 

しぜん 自然 nature 

じっか 実家 one’s parents’ home 

じゅく 塾 cram school 

しょうちょう（する） 象徴（する） symbol 

ず 図 picture, figure 

すてき（な）   fantastic 

すわこ 諏訪湖 Lake Suwa 

そうだなあ   Well … 

そうなんだ   Is that right/So? 

それとも   or 

たすける 助ける to help, to rescue 

～たら、   Oh dear, … 

つれていく 連れていく to take (a person) 

デュエット（する）   duet 

ところが   but, however 

ところで   by the way 

トムヤンクン   the name of Thai soup 



トンボ   dragonfly 

なかがいい 仲がいい to get along well 

なつかしい   miss 

なんだ   Why! 

にんき（がある） 人気（がある） to be popular 

ビートルズ   the Beatles 

ひとつもない   not even one ... 

ひとりで 一人で alone 

びんぼう（な） 貧乏（な） poor 

ぼくじょう 牧場 ranch, stock farm 

ホタル   lighting bug 

まよう 迷う lose (one’s way) 

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

やったあ   Great! 

ゆたか（な） 豊か（な） rich, abandant 

 



第 1課（ステップ３） 

あしがる 足軽 common foot soldier 

あたまがやわらかい 頭が柔らかい to be flexible in thought 

あらわす 表す to express, to show 

うけいれる 受け入れる to receive, to take, to accept 

うまく   well, successfully 

えどばくふ 江戸幕府 Edo shogunate government 

おおざっぱ（な）   rough, careless 

おしゃべり（な）   talkative 

おもいやりがる 思いやりがある considerate 

おんこう（な） 温厚（な） courteous 

かく 描く to draw 

がまんづよい 我慢強い patient (person) 

かんじゅせいゆたか（な） 感受性豊か（な） sensitive 

きごう 記号 sign, symbol, mark 

きにする 気にする to worry 

きむずかしい 気難しい hard to get along with 

きょうちょうせいがない 協調性がない not cooperative 

キリストきょう キリスト教 Christianity 

くやしい 悔しい regrettable 

けってん 欠点 a fault 

けらい 家来 a retainer, a follower 

ごい 語彙 vocabulary 

こうてい（てきな） 肯定（的な） affirmation; affirmative 

こうはん 後半 the latter half 

ころす 殺す to kill 

さて   by the way ..., well ... 

さびしがりや 寂しがり屋 a person who gets lonely easily 

さむらい 侍 samurai 

ざんこく（な） 残酷（な） cruel 

じっと   patiently 

じつは 実は to tell the truth, actually, in fact 

じぶんじしん 自分自身 oneself 

しゃこうてき（な） 社交的（な） sociable 

しゅうまつ 週末 weekend 

しゅっせ（する） 出世（する） 
success in life, promotion; to succeed in life, 

to promote 



しゅるい 種類 a kind, a sort 

しんけいしつ（な） 神経質（な） nervous 

しんちょう（な） 慎重（な） careful, cautious, deliberate 

せいかく 性格 personality 

せいき 世紀 century 

せんごくじだい 戦国時代 the Warring State period 

そのため   for this reason 

それに   moreover 

～だい ～代 charge 

ただ   however, but, yet 

だらしない   slovenly 

たんしょ 短所 fault, weak point 

ちいき 地域 area, region 

チャンス   chance 

ちゅうかりょうり 中華料理 Chinese food 

ちょうしょ 長所 strong point, merit 

デリケート（な）   sensitive, delicate 

とういつ（する） 統一（する） unity; to unify 

とくい（な） 得意（な） to be good at 

どちらともいえない どちらとも言えない I can't say which (give a definite answer). 

とつぜん 突然 suddenly 

どりょくか 努力家 a hard worker 

にがて（な） 苦手（な） poor at; weak point 

ニコニコする   to smile 

にんげん 人間 human being 

はいく 俳句 Japanese poem (haiku poetry) 

はずかしがりや 恥ずかしがり屋 shy person, bashful person 

ひていてき（な） 否定的（な） negative 

ひとあたりがいい 人当たりがいい has a gentle manner toward others 

ひとばんじゅう 一晩中 all night 

ひとまえで 人前で in public 

ふきげん（な） 不機嫌（な） displeased 

ぶしょう 武将 a general, a military commander 

ぶぶん（てきな） 部分（的な） part; partial 

ぶんるい（する） 分類（する） classification; to classify 

べつの 別の another 

ほかの 他の other 



ホトトギス   little cuckoo 

ほんとうの 本当の true, real 

ほんとうは 本当は in fact 

マイペース   one's own pace 

まえむき 前向き positive 

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

みかた 見方 view 

みぶん 身分 (a) social status 

むくち（な） 無口（な） taciturn 

めだちたがりや 目立ちたがり屋 
a person who likes to be the center of 

attention 

ものしずか（な） 物静か（な） quiet 

わがまま（な）   selfish, egotistic 

わたりどり 渡り鳥 migratory bird 

  


