
第６課（ステップ１） 

いせい 異性 the opposite sex 

うむ 産む to give birth to 

おそくなる 遅くなる to be late (for) 

おとこらしい 男らしい manly 

がいしゅつ（する） 外出（する） going out; to go out 

かじ 家事 housework 

～かん ～観 view 

きこん（しゃ） 既婚（者） married person 

きゅうじつ 休日 holiday, vacation 

グイグイひっぱる グイグイ引っ張る pull … with violent jerks 

ころぶ 転ぶ to fall down 

さそう 誘う to invite 

スポーツマン   sportsman 

ぜいたく（な）   luxurious 

たいとう（な） 対等（な） equal 

たよりがいがある 頼りがいがある dependable 

つくす 尽くす to devote, to do one's best 

～どうし ～同士 one another 

どくしん 独身 single 

としうえ 年上 older, elder 

ともばたらき 共働き double income 

なぜなら（ば）   because 

ににんさんきゃく 二人三脚 three-legged race 

ひとりっこ 一人っ子 one's only child 

ふあん（な） 不安（な） uneasy, worried 

～ふうに ～ふうに in the way … 

べつに（～ない） 別に not particularly 

まもる 守る to protect, to keep, to guard 

もとめる 求める to seek, to ask for 

りそう 理想 ideal 

 



第６課（ステップ２） 

あい（あいしている） 愛（している） (to) love 

アイススケート   ice skating 

イエローカード   yellow card 

インタビュー（する）   interview; to interview 

おすまいの～ お住まいの～ (a person) who lives … 

おわかりですか   Do you understand?, Do you know? 

かれし 彼氏 boyfriend 

かんとく 監督 manager, director 

きづく 気づく to notice 

きねんび 記念日 memorial day 

ぐち 愚痴 complaint, grumble 

こたえる 応える respond  

ゴロゴロする   to idle one's time away 

さっそく～（する） 早速～（する） to lose no time in …ing 

しゅうにゅう 収入 income 

しゅしょう 首相 prime minister 

しんこん 新婚 newlywed 

すいぞくかん 水族館 aquarium 

ぜんこく 全国 all over the country 

それでは   well then 

ちゃんと～（する）   properly 

つきあう   to date (someone) 

ディズニーランド   Disneyland 

てきれいき 適齢期 marriageable age 

どうりょう 同僚 colleague 

とくていの 特定の specific 

なまほうそう（する） 生放送（する） live broadcast 

はじめの   first 

ひとこと 一言 one word 

プロポーズ（する）   proposal; to ptopose (marriage) 

ヘアスタイル   hairstyle 

べつべつに 別々に separately 

みかた 味方 person on one's side 

メモ（する）   note, memorandum; to take notes 

メリット   merit 

もうしこむ 申し込む to apply 



よっぱらう 酔っ払う to get drunk 

わんがん 湾岸 bay side 

 



第６課（ステップ３） 

あきらめる   to give up 

あげる 挙げる to give, to cite 

おや 親 parent 

かち 価値 value, worth 

きずな   bond 

げんじつ 現実 reality 

こくせき 国籍 nationality 

こっきょう 国境 border 

しんこう（する） 信仰（する） belief, faith; believe, have faith 

しんせき 親戚 relative, kinfolk 

としをとる 年をとる to grow older 

にほんじんらしい 日本人らしい like Japanese 

のりこえる 乗り越える to overcome 

バングラディシュ   Bangladesh 

まご 孫 grandchild 

よめ 嫁 bride, daughter in law 

  


