
第８課（ステップ１） 

Ｅメール   e-mail 

アドレス   address 

がくひ 学費 school fee, tuition, school expenses 

がっか 学科 department 

がっき 学期 semester 

カリキュラム   curriculum 

きそ 基礎 basis, foundation 

きゅうこう 休講 cancelallation (of a class) 

けいやくしょ 契約書 written contract 

こうかん（する） 交換（する） exchange; to exchange 

こうき 後期 the second semester 

こうそく 校則 School regulation 

こうりつ 公立 public 

サークル   club 

サービス（する）   service; to give for free 

さいほう（する） 裁縫（する） sewing; to sew 

サイン（する）   signature; to sign 

しえき 使役 causative 

じじょう 事情 circumstance, condition 

しせつ 施設 facilities 

じゅんばん（に） 順番（に） turn; in order 

じょうほう 情報 information 

ジョギング（する）   jogging; to jog 

しょり（する） 処理（する） handling; to handle, to deal 

シラバス   syllabus 

スポーツジム   sports gym 

せいど 制度 system 

せいふく 制服 uniform 

ぜんがく 全額 the total amount 

ぜんき 前期 the first semester 

そつろん 卒論 graduation thesis 

たんき 短期 short-term 

ちゅうかんはっぴょう 中間発表 midterm presentation 

ディスカッション（する）   discussion; to discuss 

てをぬく 手を抜く to scamp one's work 

どうすれば   What shall I do … 



どうやら～（ようだ）   be likely to do …, apparently 

はい。チーズ   “Say cheese” 

はつおん 発音 pronunciation; to pronounce 

はっぴょう（する） 発表（する） announcement; to announce 

はっぴょうかい 発表会 presentation 

はばひろく 幅広く widely 

ひょうか（する） 評価（する） evaluation; to evaluate 

ぶかつ 部活 club activity 

プログラミング（する）   programming; to do programming 

プログラム（する）   program; to program 

ふんいき 雰囲気 atmosphere 

ぶんぽう 文法 grammar 

ぺきん 北京 Beijing 

ほうがく 法学 law 

めいれい（する） 命令（する） order, command; to order, to command 

めんどう（な） 面倒（な） troublesome 

りしゅうあんない 履修案内 syllabus 

 



第８課（ステップ２） 

あまい 甘い sweet 

がいこうかん 外交官 diplomat 

カナダ   Canada 

がまん（する） 我慢（する） patience, endurance; to put up with 

かんしゃ（する） 感謝（する） thank, appreciation; to thank, to appreciate 

きたえる   to build up 

きょうよう 教養 culture, education 

グラウンド   ground 

けんたいかい 県大会 prefectural tournament 

こうしえん 甲子園 Hanshin Koshien stadium 

こくさいか（する） 国際化（する） internationalization; to internationalize 

こそだて 子育て child care, nursing 

さんぴりょうろん 賛否両論 arguments pros and cons 

し 詩 poem 

しえきうけみ 使役受け身 causative-passive 

じんせい 人生 life 

ついに   finally, at last 

なげる 投げる to throw 

にぎる 握る to grip, to hold 

ふる 振る to swing, to shake 

フレッシュ・ジュース   flesh juice 

ゆうしょう（する） 優勝（する） victory; to win a championship 

ユニフォーム   uniform 

よのなか 世の中 world, society 

 



第８課（ステップ３） 

あたえる 与える to give 

あわせて 合わせて all together, in all 

いいかえる 言い換える to say in other words 

いいかえれば 言い換えれば in other words 

いじめ   bully 

いとこ   cousin 

かいけつ（する） 解決（する） solution; to solve 

かかえる 抱える to hold, to have 

がくしゃ 学者 scholar 

がっきゅうほうかい 学級崩壊 disruption of order in the class 

かんりしゅぎきょういく 管理主義教育 control-oriented education 

～けん ～件 … case(s) 

こうないぼうりょく 校内暴力 violence in schools 

さしころす 刺し殺す stab … to death 

じさつ（する） 自殺（する） suicide; to commit suicide 

しつ 質 quality 

しりつ 私立 funded with private funds 

しんがくりつ 進学率 
ratio of students who go on to the next stage 

of education 

しんこくか（する） 深刻化（する） to get worse 

せいしん（てきな） 精神（的な） mind, spirit; mental 

せいふ 政府 government 

せいり（する） 整理（する） to tidy (up) 

せんたくし 選択肢 the choices 

たいしゅうか（する） 大衆化（する） popularization 

～だす（例．走り出す）   to begin to … 

だとすれば   supposing ... 

ていき（する） 提起（する） propose, raise; to propose, to raise 

てんさい 天才 genius 

どうきゅうせい 同級生 classmate 

とうこうきょひ 登校拒否 refusal to attend school 

なんども 何度も many times 

はいぼくしゃ 敗北者 loser 

はんろん（する） 反論（する） opposition; to object, to argue against 

ピーク   peak 

ぶつり（てきな） 物理（的な） physics; physical 



ふとうこう 不登校 refusal to attend school 

フラストレーション   frustration 

ぼうりょく 暴力 violence 

もくひょう 目標 object, target, goal 

わる 割る to break, to crack 

 



APPENDIX 

かいとう（する） 解答（する） (to) answer 

ジーンズ   jeans 

ふくそう 服装 clothes 

わりかん（にする） 割り勘（にする） to split the cost 

 
 
 
解答編 

そこで   so ..., therefore … 

～へん ～編 Book … 

 


