
第２課（ステップ１） 

アジア   Asia 

アドバイス（する）   (to) advice 

あんてい（する） 安定（する） stability; to be stable 

いこいのば 憩いの場 place of rest and relaxation 

イスラムきょう イスラム教 Islam 

いっけんのかちあり 一見の価値あり be worth seeing 

インドシナはんとう インドシナ半島 Indochina peninsula 

うき 雨期 rainy season 

エビ   shrimp, prawn 

オーダーメイド   made-to-order 

おでん   oden (Japanese stew) 

およそ   about 

がいしけい 外資系 foreign-affiliated (firm) 

かずおおく（の） 数多く（の） many 

かのじょ 彼女 she, girlfriend 

かんき 乾期 dry season 

かんこうきゃく 観光客 tourist 

かんこうち 観光地 tourist site 

カンボジア   Cambodia 

きおん 気温 temperature (weather) 

ぎおんやまかさ 祇園山笠 Hakata Gion Yamakasa Festival 

きこう 気候 climate 

ぎん 銀 silver 

きんえん 禁煙 no smoking 

くしだじんじゃ 櫛田神社 Kushida shrine 

くわえる 加える to add 

こくみん 国民 citizen(s), the people 

じっさいに 実際（に） actually, practically 

しつど 湿度 humidity 

しみんげきじょう 市民劇場 citizen’s theater 

しゅうきょう 宗教 religion 

しゅうしょく（する） 就職（する） 
getting a job, job hunting; to get a job, to find 

employment 

しゅと 首都 the capital city 

しょくぶんか 食文化 dietary culture 

しょくみんち 植民地 colony 



しんじゃ 信者 believer, follower 

しんじゅ 真珠 pearl 

しんとう 神道 Shintoism 

シンボル   symbol 

スープ   soup 

せいマリアきょうかい 聖マリア教会 St. Mary Church 

そんざいぶん 存在文 expressions of existence 

タイ   Thailand 

たら   cod 

ちゅうおうゆうびんきょく 中央郵便局 Central Post Office 

ちゅうごく 中国 China 

ちゅうしん 中心 center 

つまみ   relish 

でんとう（てきな） 伝統（的な） tradition; traditional 

とうがらし 唐辛子 red pepper 

とし 都市 city 

とにかく   anyway, anyhow 

はこざきぐう 筥崎宮 Hakozaki shrine 

ハノイ   Ha Noi 

はるまき 春巻き spring roll 

ヒンドゥーきょう ヒンドゥー教 Hinduism 

～ぶ ～部 part 

～ふう ～風 style, type 

フエ   Hue 

ぶっきょう 仏教 Buddhism 

ぶっきょうと 仏教徒 Buddhist 

フランス   France 

ぶんけい 文型 sentence pattern 

ベトナム   Vietnam 

ホーチミン   Ho Chi Minh 

ほかに 他に anything else 

まく 巻く to roll, to wrap 

まつり 祭り festival 

みなみシナかい 南シナ海 South China Sea 

みんぞく 民族 ethnic group 

みんぞくいしょう 民族衣装 Native costume 

むしあつい 蒸し暑い hot and humid 



めいしょ 名所 famous place 

めいぶつ 名物 special product 

めんせき 面積 area, land area 

めんたいこ 明太子 spicy chilled cod roe 

モスク   mosque 

やく 約 about, nearly 

やたい 屋台 food wagon 

ユダヤきょう ユダヤ教 Judaism 

ヨーロッパ   Europe 

ライスペーパー   rice paper 

ラオス   Laos 

りょう 寮 dormitory 

～わん ～湾 bay 

 



第２課（ステップ２） 

あちこち   here and there 

い 胃 stomach 

いくつか（の）   some, several 

いけばな 生け花 flower arrangement 

いちおう 一応 just (to make sure) 

エジプト   Egypt 

おきる 起きる to get up, to happen 

ガイドブック   guidebook 

からだじゅう 体中 one's whole body 

かんこう（する） 観光（する） sightseeing, to sightsee 

ギザ   Giza 

きちょうひん 貴重品 valuables 

けんこう（な） 健康（な） health 

こおり 氷 ice 

ゴールデン・ウィーク   Golden Week 

さばく 砂漠 desert 

サングラス   sunglasses 

さんせい（する） 賛成（する） agreement; to agree 

じぶんで 自分で (do something) oneself 

シャンプー   shampoo 

じょうきょう 状況 the state of affairs, conditions, situation 

しんせい（する） 申請（する） apply 

スカーフ   scarf 

スフィンクス   sphinx 

それで    therefore 

たて 縦 height, length 

たてる 立てる to set up (a plan), to build 

たよりになる 頼りになる reliable 

てつづき 手続き procedure 

トラベラーズ・チェック   travelers' check 

ながそで 長そで long sleeves 

なまみず 生水 unboiled water 

バー   bar 

はやめに 早めに earlier, ahead of time 

ビザ   visa 

ひとびと 人々 people 



ひやけ（する） 日焼け（する） sunburn 

ひやけどめ 日焼け止め suntan cream 

ピラミッド   pyramid 

ベストシーズン   the best season 

まち 街 town, city 

ミネラルウォーター   mineral water 

むしよけ 虫よけ insect repellent 

よいどめ 酔い止め motion sickness drug 

よかったら   If you like 

ラウンジ   lounge 

ロールプレイ   role-play 

 



第２課（ステップ３） 

アフリカ   Africa 

アルゼンチン   Argentina 

イギリス   England 

いこくじょうちょゆたか（な） 異国情緒豊か（な） exotic 

いまでは 今では but now 

いみん（する） 移民（する） 
emigration, immigration; to emigrant, to 

immigrant 

インド   India 

インドよう インド洋 Indian Ocean 

うらかみてんしゅどう 浦上天主堂 Urakami cathedral 

えいきょう（する） 影響（する） influence; to influence 

エーゲかい エーゲ海 Aegean Sea 

えどじだい 江戸時代 Edo period (1603-1868) 

おおうらてんしゅどう 大浦天主堂 Oura catholic church 

オーストラリア   Australia 

オーストラリアン・フットボール   Aussie rules 

オランダざか オランダ坂 Dutch slope 

おんせんち 温泉地 hot spring resort 

ガーナ   Ghana 

カカオ   cacao 

カステラ   sponge cake 

かめのこうら 亀の甲羅 the shell of a turtle 

ガラズざいく ガラス細工 glasswork 

かんそう 感想 one's impression, one's thought 

きげん 起源 origin 

きゅうグラバーてい 旧グラバー邸 Glover House 

ギリシャ   Greece 

きんだいてき（な） 近代（的な） modern 

くし   comb 

クリケット   cricket 

げんりょう 原料 raw materials 

こうげいひん 工芸品 industrial art object 

こくさいしょくゆたか 国際色豊か（な） international in character 

さこく 鎖国 national isolation 

さんち 産地 growing area 

しぜんゆたか（な） 自然豊か（な） … with an abundance of nature 



しない 市内 in the city 

しまぐに 島国 island country 

しんぴ（てきな） 神秘（的な） mystery; mysterious 

スイス   Switzerland 

スポット   spot 

スリランカ   Sri Lanka 

ぜんごうオープン・テニス 全豪オープン・テニス Australian Open (tennis) 

そうふくじ 崇福寺 Sofukuji temple 

たいせいよう 大西洋 Atlantic Ocean 

たいりく 大陸 continent 

ちあん 治安 public peace (or order) 

チャイナタウン   Chinatown 

チャンポン   noodles stewed with meat and vegetables 

つたわる 伝わる be conveyed, be introduced 

であう 出会う to meet, to run into (someone) 

ドイツ   Germany 

とうざいなんぼく 東西南北 east, west, north and south 

とうなんアジア 東南アジア South East Asia 

とくしょく 特色 feature 

とくちょう 特徴 feature, characteristic 

トラム   tram 

ニュージーランド   New Zealand 

ネクタイピン   tiepin 

はってん（する） 発展（する） development; to develop 

はつめい（する） 発明（する） invention; to invent 

ビードロ   vidro 

ひつじ 羊 sheep 

ひっしゃ 筆者 writer, author 

フィッシュ＆チップス   fish and chips 

へいわこうえん 平和 Peace park 

べっこう べっ甲 tortoise shell 

ベネチアン・ガラス   Venetian glass 

ペンダント   pendant 

ポート・フィリップわん ポート・フィリップ湾 Port Phillipe Bay 

ポルトガル   Portugal 

マスターズ・ゴルフ   Master's golf 

ミートパイ   meat pie 



みなみアメリカ 南アメリカ South America 

みなみはんきゅう 南半球 the Southern Hemisphere 

ミャンマー   Buruma 

メルボルン   Melbourne 

もっとも   most 

ゆらい 由来 origin 

ラグビー   rugby 

リスボン   Lisbon 

  


