
第３課（ステップ１） 

あいかわらず   as usual, as before 

いきがつまる 息が詰まる choke 

いけいようし い形容詞 i-adjective 

いぜん 以前 in the past, before 

イライラする   to be irritated 

うわさ   rumor, hear-say 

おかげさまで   thanks to you 

かいわすれる 買い忘れる forget to buy 

かなり   fairly, considerably 

かのうけい 可能形 potential form 

ききとる 聞き取る understand 

きになる 気になる to worry; to be concerned 

くちにあわない 口にあわない be not to one's taste 

くろう（する） 苦労（する） hardship, suffering; to suffer, have a difficulty

このは 木の葉 leaves 

しゅうちゅう（する） 集中（する） concentrate 

しりょう 資料 materials, data 

スケジュール   schedule 

ストレス   stress 

ゼミ   seminar 

せんぷうき 扇風機 electric fan 

ぜんりゃく 前略 Dear … 

たつ 経つ (time) to pass 

だまって～する   ... in silent 

ちょうさ（する） 調査（する） investigation; to investigate 

デート（する）   date, to go on a date 

テーマ   theme 

てけい て形 te-form 

てにつかない 手につかない can't settle to do 

どのように   how; in what way 

なけいようし な形容詞 na-adjective 

なんとかなる   manage to 

のどをとおらない のどを通らない cannot eat a bite 

はなしあい 話しあい talks, consultation, negotiation 

はやいもので 早いもので Time flies. 

ひていけい 否定形 negative form 



ひょう 表 a table 

フィリピン   Philippines 

ふうふ 夫婦 husband and wife 

へる 減る to decrease 

へんか（する） 変化（する） change; to change 

マニラ   Manila 

マニラわん マニラ湾 Manila Bay 

めいし 名詞 noun 

ゆうひ 夕日 evening sun, evening sunlight 

ようやく   at last, finally 

 



第３課（ステップ２） 

あまくち（の） 甘口（の） mild, sweet 

あらためて   once more, again 

～いこう ～以降 after … 

いちぶ 一部 part 

いっぱんてきに 一般的（な） generally 

イメージ   image 

おいのり お祈り prayer, invocation 

からくち 辛口 salty 

きょうつう（する） 共通（する） 
common factor; to have something in 

common 

きょうみぶかい 興味深い very interesting, of great interest 

きんべん（な） 勤勉（な） diligent, hard-working 

くらべる 比べる to compare 

けっか 結果 result 

こい 濃い thick, dense 

こくみんせい 国民性 national character 

こじんしゅぎ 個人主義 individualism 

ざんぎょう（する） 残業（する） overtime work; to work overtime 

さんしょう（する） 参照（する） reference, refer to 

じこちゅうしんてき（な） 自己中心的（な） egocentric 

しゅうだんしゅぎ 集団主義 groupism 

しゅっしん 出身（「～の出身だ」） hometown, place of origin 

じょうげかんけい 上下関係 pecking order 

しょうにん 商人 merchant 

しんこうしん 信仰心 faith 

せいか 成果 result, outcome 

ぜんいん 全員 all members 

たいせつにする 大切にする to take good care of … 

たいひ 対比 contrast 

たにん 他人 other people 

ちがい 違い difference 

つらい   hard, painful, bitter 

とかい 都会 city, town 

どのような   what kind of 

なやみ 悩み worries, troubles 

なんとなく   somehow 



バギオ   Baguio 

はで（な） 派手（な） bright, gaudy 

ひかく（する） 比較（する） comparison, to compare 

ひかんてき（な） 悲観的（な） pessimistic 

ファッション   fashion 

ぶっしつしゅぎ 物質主義 materialism 

ほうこく（する） 報告（する） report; to report 

ホームステイ   home stay 

ほしゅてき（な） 保守的（な） conservative 

みんぞくせい 民族性 racial characteristics 

むかんしん（な） 無関心（な） indifferent 

ライバルいしき ライバル意識 consciousness of rivals 

らっかんてき（な） 楽観的（な） optimistic 

りこてき（な） 利己的（な） selfish, egoistic 

ルソンとう ルソン島 Luzon Island 

れんあい 恋愛 love 

わかもの 若者 young people, youth 

 



第３課（ステップ３） 

あぐらをかく   to sit cross-legged 

あっというま（に） あっという間（に） in an instant 

いちにちもはやく 一日もはやく as soon as possible 

いと（する） 意図（する）     intention, intend 

うえき 植木 potted plant 

エチケット   etiquette 

おかえし お返し gift in return 

おきどけい 置き時計 table clock 

おとをたてる 音を立てる to make a sound 

かかる   to take (amount of money/time) 

からだにわるい 体に悪い bad for health 

かわった～ 変わった～ different, diverse, particular 

かんこく 韓国 (South) Korea 

きく 菊 chrysanthemum 

きこく（する） 帰国（する） to return to one’s country 

きる 切る to cut, to turn off (a switch) 

クイズ   quiz 

こういんやのごとし 光陰矢の如し Time flies. 

こうかい（する） 後悔（する） regret; to regret 

ごかい（する） 誤解（する） misunderstanding, to misunderstand 

ごかいをとく 誤解をとく remove misunderstanding 

コミュニケーション   communication 

さかずき 杯 cup, wine cup 

じじつ 事実 fact 

しょうじき（な） 正直（な） honesty 

たいど 態度 attitude 

タブー   taboo 

つける 着ける to attach 

とはいえ   though, although 

なでる   stroke, pat, pet 

にほんてき（な） 日本的（な） Japanese style 

のんびりする   to relax 

はんせい（する） 反省（する） reflection, to reflect 

ビリビリやぶる ビリビリ破る tear ... in pieces 

～ふりをする   to pretend, to feign 

ほうそうし 包装紙 wrapping paper 



ホストファミリー   host family 

マナー   manner 

むいしき（に） 無意識（に） unconsciousness; unconsciously 

やぶる   to  break, to tear 

ゆびさす 指さす to point 

よそう（する） 予想（する） expectation; to expect 

  


