
 

 
 

Edexcel GCSE in Japanese 

GCSE Japanese 

GCSE 09 
Japanese Vocabulary book 
Version- Draft 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
Edexcel GCSE 2009 Japanese Vocabulary Book 

 
 
 
 
 
 
 
Edexcel are pleased to provide this free vocabulary book freely to support learners 
following the Edexcel GCSE 2009 Specification in Japanese. 
 
Please note: the most up to date version of this document is available on the 
Edexcel website and a definitive list of core vocabulary is available in the Edexcel 
Specification. 



 

 
 

 
 
Introduction 
 
This bilingual glossary has been produced to support you in your language learning 
and to help you prepare for the Edexcel GCSE. It features a revised minimum core 
vocabulary foundation level vocabulary (this has been expanded from the original one 
in the specification) as well as higher level vocabulary. English meanings, genders 
and irregular word endings are given and the vocabulary is listed both alphabetically 
and under the following Edexcel headings: 
 
High Frequency Language 
 

Verbs 
Adjectives 
Colours 
Adverbs 
Numbers 
Quantities 
Connecting Words 
Time Expressions 
Times 
Days of the Week 
Months of the Year 
Question Words 
Countries 
Continents 
Nationalities 
Areas/Mountains/Cities/Rivers 
Acronyms and Abbreviations 
Social Conventions 
Prepositions 

 
Listening and Reading Topics 
 

Out and About 
- Visitor Information, Basic Weather, Local Amenities, 

Accommodation, Public Transport, Directions 
Customer Services and Transactions 

- Cafes and Restaurants, Shops, Dealing with Problems 
Personal Information 

- General Interest, Leisure Activities, Family and Friends, Lifestyle 
(healthy eating and exercise) 

Future Plans, Education and Work 
- Basic Language of the Internet, Simple Job Advertisements, Simple 

Job Applications and CV, School and College, Work and Work 
Experience 

 
 
 



 

 
 

Speaking and Writing Topics 
 
Media and Culture 

- Music/Film/Reading, Fashion/Celebrities/Religion, Blogs/Internet 
Sports and Leisure 

- Hobbies/interests, Sporting Events, Lifestyle Choices 
Travel and Tourism 

- Holidays, Accommodation, Eating (food and drink) 
Business, Work and Employment 

- Work Experience/Part-time Jobs, Product or service Information 
 
 
Although words are listed under specific topic headings, they are not always exclusive 
to these. Many words can also relate to other topic areas, but may only be listed in 
one.  
 
At the end of each section you will find some blank pages, these enable you to note 
down other words that you encounter during the GCSE course and which may prove 
useful. 
 
Please note that this is not a complete list of all vocabulary for the Edexcel GCSE, 
and should be used as a reference guide that students can refer to and add to rather 
than a definitive list of vocabulary needed to achieve a specific grade. 
 
This vocabulary book is currently a first draft; if centres notice any errors in the 
vocabulary lists contained in this document please let us know and we will ensure 
they are updated appropriately. 



 

 
 

 
Section 1 
 
High Frequency Language 
 
This has been taken from the appendix in the specification 
 
Verbs 
 
(to ask) a question しつもん（する） 
(to be) careful, (to) warn ちゅうい（する） 
(to be) relieved 安心（する） 
(to be) surprised びっくり（する） 
(to go for) a walk さんぽ（する） 
(to) clean そうじ（する） 
(to) contact, inform れんらく（する） 
(to) experience けいけん（する） 
(to) explain せつめい（する） 
(to) fail しっぱい（する） 
(to) fight, argue けんか（する） 
(to) introduce しょうかい（する） 
(to) invite しょうたい（する） 
(to) live せいかつ（する） 
(to) look after, take care of せわ（する） 
(to) oppose はんたい（する） 
(to) phone 電話（する） 
(to) plan, project, organise けいかく（する） 
(to) practise れんしゅう（する） 
(to) prepare, get ready じゅんび（する） 
(to) promise やくそく（する） 
(to) reserve, (to) book よやく（する） 
(to) study 勉強（する） 
(to) study, research けんきゅう（する） 
(to) wash clothes せんたく（する） 
(to) worry しんぱい（する） 
to answer こたえる 
to arrive つく 
to ask, to request たのむ 
to be able to hear 聞こえる 
to be able to, can 出来る 
to be at a loss, be in trouble こまる 
to be careful, mind 気をつける 
to be different, wrong ちがう 



 

 
 

to be late おくれる 
to be pleased よろこぶ 
to be repaired, be cured, get well なおる 
to be useful やくにたつ 
to be visible 見える 
to become なる 
to begin はじまる 
to begin はじめる 
to believe しんじる 
to borrow, rent かりる 
to break こわす 
to break こわれる 
to bring (person) つれて来る 
to bring (thing) 持って来る 
to buy 買う 
to call, invite よぶ 
to change かえる 
to change かわる 
to check, research しらべる 
to choose えらぶ 
to climb のぼる 
to close しまる 
to close しめる 
to collect あつめる 
to come 来る 
to compare くらべる 
to continue つづける 
to convey (a message) つたえる 
to cost (money), take (time) かかる 
to cry なく 
to cut 切る 
to decide きめる 
to decrease へる 
to die しぬ 
to do する 
to do やる 
to drink 飲む 
to drive うんてん（する） 
to drop おとす 
to drop in, stop by よる 
to eat 食べる 
to enjoy oneself 楽しむ 



 

 
 

to enter 入る 
to escape にげる 
to fall over ころぶ 
to fall, fail (exams) おちる 
to find 見つける 
to finish, end おわる 
to fly, jump とぶ 
to follow ついて行く／ついて来る 
to forget わすれる 
to gather あつまる 
to get angry おこる 
to get tired つかれる 
to get up, happen おきる 
to go 行く 
to go down 下がる 
to go out 出る 
to go to bed, sleep ねる 
to go up 上がる 
to have 持つ 
to hear, listen, ask 聞く 
to help, assist 手つだう 
to help, save たすける 
to hit, type うつ 
to hurry いそぐ 
to increase ふえる 
to inform, tell 知らせる 
to know 知る 
to last, continue つづく 
to laugh, smile わらう 
to learn ならう 
to lend かす 
to light, turn on つける 
to live 住む 
to look for さがす 
to look like, resemble にる 
to lose まける 
to make a mistake まちがえる 
to make, produce 作る 
to meet, see 会う 
to need いる 
to open あく 
to open あける 



 

 
 

to pass away なくなる 
to pass through とおる 
to pick up ひろう 
to play, have a good time あそぶ 
to polish, brush みがく 
to pull ひく 
to push おす 
to put in 入れる 
to put, place おく 
to quit, stop, leave やめる 
to read 読む 
to receive, sit exams うける 
to remember, memorise おぼえる 
to remember, recall 思い出す 
to repair, fix, mend, cure しゅう理する 
to rest, take holiday 休む 
to return もどる 
to return, give back かえす 
to return, go home 帰る 
to run はしる 
to say 言う 
to see 見る 
to sell 売る 
to send おくる 
to set out, depart 出かける 
to show 見せる 
to sing うたう 
to sit down すわる 
to smoke, breath in すう 
to speak, talk 話す 
to stand たつ 
to stay たいざいする 
to stick, paste はる 
to stop とまる 
to stop とめる 
to succeed, go well うまくいく 
to take (person) つれて行く 
to take (thing) 持って行く 
to take off (clothing) ぬぐ 
to take out, present, hand in 出す 
to take, catch, take (photo, film) とる 
to teach, tell 教える 



 

 
 

to think 思う 
to think, consider かんがえる 
to throw なげる 
to throw away すてる 
to touch さわる 
to try hard がんばる 
to turn off けす 
to understand 分かる 
to use 使う 
to wait for 待つ 
to walk あるく 
to wash あらう 
to wear きる 
to win かつ 
to work 働く 
to write 書く 

 
Adjectives 
 
Bad わるい 
Beautiful うつくしい 
big, large 大きい／大きな 
Boring つまらない 
Busy いそがしい 
Cheap 安い 
Cold さむい 
cold (to touch) つめたい 
Cool すずしい 
Correct ただしい 
Dangerous あぶない 
Dark くらい 
Delicious おいしい 
Difficult むずかしい 
dirty, untidy きたない 
distasteful まずい 
early はやい 
easy やさしい 
embarrassed はずかしい 
far とおい 
fast はやい 
fat, thick ふとい 
few, not many 少ない 



 

 
 

Funny, strange おかしい 
Good いい／よい 
Great (slang) すごい 
happy, enjoyable 楽しい 
happy, glad, pleased うれしい 
Hard かたい 
heavy おもい 
hot あつい 
hot (to touch) あつい 
hot, spicy からい 
interesting, funny おもしろい 
kind, gentle やさしい 
late, slow おそい 
light かるい 
light, bright あかるい 
long 長い 
Low ひくい 
Many, numerous 多い 
narrow せまい 
near, close 近い 
New 新しい 
noisy うるさい 
Old 古い 
painful いたい 
pretty, sweet, cute かわいい 
rare, unusual めずらしい 
Round まるい 
sad, lonely さびしい 
sad, sorrowful かなしい 
same 同じ 
scary (afraid) こわい 
short みじかい 
sleepy ねむい 
small 小さい／小さな 
soft やわらかい 
strict, harsh, tough きびしい 
strong 強い 
sweet あまい 
tall, high, expensive 高い 
thin, slender, narrow ほそい 
want, wish for ほしい 
warm あたたかい 



 

 
 

weak よわい 
wide, spacious ひろい 
wonderful すばらしい 
young わかい 

 
Na-Adjectives  
 
alright, safe だいじょうぶ（な） 
beautiful, clean きれい（な） 
bustling にぎやか（な） 
convenient べんり（な） 
dislike きらい（な） 
famous 有名（な） 
favourite 大好き（な） 
free じゆう（な） 
free (time) ひま（な） 
handsome ハンサム（な） 
hard たいへん（な） 
healthy けんこう（な） 
healthy, energetic 元気（な） 
important 大事（な） 
important, valuable 大切（な） 
inconvenient ふべん（な） 
kind しんせつ（な） 
like, favourite 好き（な） 
nice すてき（な） 
quiet, calm しずか（な） 
rude しつれい（な） 
safe 安ぜん（な） 
serious, diligent まじめ（な） 
simple, easy かんたん（な） 
skilful, good 上手（な） 
skilful, good とくい（な） 
special とくべつ（な） 
strange へん（な） 
terrible, dislike(d) いや（な） 
unskilful にがて（な） 
unskilful 下手（な） 
various いろいろ（な） 

 
Colours 
 



 

 
 

black 黒（い） 
blue 青（い） 
brown 茶いろ（い） 
colour いろ 
green みどり（の） 
grey はいいろ（の） 
pink ピンク（の） 
red 赤（い） 
white 白（い） 
yellow きいろ（い） 

 
Adverbs 
 
a little ちょっと 

all the time, much more ずっと 

Almost ほとんど 

Alone ひとりで 

definitely, by all means ぜひ 

diligently, with all one’s energy いっしょうけんめい 

Enough じゅうぶん 

Especially とくに 

exactly, just ちょうど 

first of all まず 

for example たとえば 

for the first time はじめて 

Full いっぱい 

Gradually だんだん 

Immediately すぐ（に） 

More もっと 

more or less だいたい 

mostly, usually たいてい 

of course もちろん 

often, well よく 

once again もういちど 

probably, perhaps たぶん 

Really ほんとうに 

slowly, leisurely ゆっくり 

straight ahead, straight on まっすぐ（に） 

Together いっしょに 
 
Numbers 
 
1-100 
 
Connecting Words 
 



 

 
 

(and) then そして 
(and) then, after that それから 
(well) then, in that case じゃ／じゃあ 
(well) then, in that case では 
besides, moreover それに 
however, but しかし 
however, but でも 
Therefore だから 

 
Time Expressions 
 
‘Bon’ festival （お）ぼん 
a little while ago さっき 
afternoon (pm) 午後 
all day 一日中 
Always いつも 
Autumn 秋 
Beginning はじめ 
Christmas クリスマス 
End おわり 
Evening 晩 
Evening ゆうがた 
every day 毎日 
every month 毎月 
every morning 毎朝 
every night 毎晩 
every week 毎週 
every year 毎年 
for some time しばらく 
for… (period of time) ～間 
Golden Week ゴールデンウィーク 
last month 先月 
last week 先週 
last year きょ年 
Later 後で 
Morning 朝 
morning (am) 午前 
New Year （お）正月 
New Year 新年 
next つぎ 
next month 来月 
next week 来週 



 

 
 

next year 来年 
night 夜 
noon  昼 
now 今 
number of months ～か月 
past むかし 
recently, these days さいきん 
soon もうすぐ 
spring 春 
spring holiday 春休み 
summer 夏 
summer holiday 夏休み 
the day after tomorrow あさって 
the day before yesterday おととい 
the next day つぎの日 
the year before last おととし 
these days このごろ 
this evening 今晩 
this month 今月 
this morning 今朝 
this time, next time こんど 
this week 今週 
this year 今年 
throughout the year 一年中 
time 時間 
today 今日 
tomorrow あした 
weekend しゅうまつ 
winter 冬 
winter holiday 冬休み 
yesterday きのう 

 
Times 
 
Awareness of times (analogue and digital) 
 
Days of the week 
 
Monday 月曜日 
Tuesday 火曜日 
Wednesday 水曜日 
Thursday 木曜日 
Friday 金曜日 



 

 
 

Saturday 土曜日 
Sunday 日曜日 

 
Months of the year 
 
January １月 
February ２月 
March ３月 
April ４月 
May ５月 
June ６月 
July ７月 
August ８月 
September ９月 
October １０月 
November １１月 
December １２月 

 
Question words 
 
How much？ いくら 
How many? いくつ 
How? どうやって 
What sort of? どのような 
What? なに 
When? いつ 
Where? どこ 
Who? Whom? だれ 
Whose? だれの 
Why? どうして 

 
Other high frequency words 
 
about… ～について 
after names ～くん 
after names ～さん 
after names ～ちゃん 
after names (formal) ～さま 
All ぜんぶ 
and so on ～など 
Convenience つごう 
each, …by… ～ずつ 
everyone, all みな（さん）／みんな 



 

 
 

for example たとえば 
Former 前の 
Free ただ 
he, boyfriend かれ 
Hiragana ひらがな 
I ぼく 
I 私 
Kanji 漢字 
Katakana かたかな 
Meaning いみ 
No いいえ／ううん。 
Number 番号 
number, figure かず 
Oneself 自分 
Other ほか 
Page ページ 
plural suffix (people & animals) ～たち 
Popular 人気がある 
Real ほんとう 
rich person （お）金持ち 
Shape かたち 
she, girlfriend かのじょ 
They かれら 
Thing 物／こと（事） 
Type タイプ 
We 私たち 
Yes はい／ええ／うん。 
you (plural) あなたたち 
you, darling あなた 

 
Countries 
 
Canada  カナダ 
China  中国 
England  イングランド 
France  フランス 
Germany  ドイツ 
Ireland  アイルランド 
Italy  イタリア 
Japan  日本 
Korea  かんこく 
Russia  ロシア 



 

 
 

Scotland  スコットランド 
Spain  スペイン 
United Kingdom  イギリス／英国 
United States  アメリカ 
Wales  ウェールズ 

 
Continents 
 
Africa  アフリカ 
Asia  アジア 
Australia  オーストラリア 
Europe  ヨーロッパ 
North America  北アメリカ 
South America  南アメリカ 

 
Nationalities/ Languages 
 
language ～語 
nationality ～人 

 
Areas/Mountains/Cities/Rivers 
 
city ～市 
Hokkaido  北海道 
Honshu  本州 
Kyoto  京都 
Kyushu  九州 
London  ロンドン 
Mt Fuji ふじさん 
Okinawa  おきなわ 
Osaka  おおさか 
prefecture ～けん 
Shikoku  四国 
Tokyo  東京 
Tokyo Tower  東京タワー 
town ～町 
village ～村 

 
Location 
 
behind 後ろ 
between 間 
centre 中心 
east 東 



 

 
 

in front of, before 前 
inside 中 
left 左 
middle 真ん中 
next to そば 
next to となり 
north 北 
outside 外 
right 右 
side ～がわ 
side よこ 
south 南 
under, below 下 
up, above 上 
vicinity 近く 
west 西 

 
Social conventions 
 
Congratulations おめでとう（ございます）。 
Excuse me. I’m sorry. Thank you. すみません。 
Good afternoon. Good morning. 
Hello. こんにちは。 
Good evening. こんばんは。 
Good morning おはよう（ございます）。 
Good night おやすみ（なさい）。 
Goodbye. さようなら。 
How are you? お元気ですか。 
How do you do? Nice to meet you. はじめまして。 
It is I, not you, that… こちらこそ。 
May I help you? (shop, restaurant 
etc) いらっしゃいませ。 
Please おねがいします。 
Please. どうぞ。 
Sorry. ごめんなさい。 
Thank you. どうも。 
Welcome. ようこそ。 
Well then, see you again. では、また。 
Well…, Excuse me…, I say… あの（う）、 
Well…, I’m not sure. さあ… 

 
Prepositions 
 



 

 
 

Above 上 
After 後 
Along ～をとおって 
Around ～のまわりを（に） 
At(position, cost) で 
At (time) に 
At (direction) を 
because of ～のために 
Behind ～のうしろに（へ/で） 
beneath, under ～の下に（で） 
Between ～の間に（で） 
Despite ～にもかかわらず 
During ～の間ずっと 
Except ～いがいは 
For (in order to) ～のために 
For (sent to) ～あての 
For (during) ～の間 
From ～から 
in front of ～の前に 
in, into ～に 
instead of ～のかわりに 
next to ～のとなりに（の） 
On ～の上に（を） 
Opposite はんたいの 
out of ～から 
Since ～いらい 
Through ～をとおって 
To ～へ 
Towards ～の方に 
Until ～まで 
With (together) ～といっしょに 
With (using) ～で 
Without ～のない 

 
Language used in dialogues and messages 
 
Excuse me, but… しつれいですが、 
Fine. だいじょうぶです。 
Good luck. がんばってください。 
Hello (on the telephone) もしもし。 
Here you are, please… どうぞ。 
Is that so? I see. そうですか。 



 

 
 

Let’s do that. そうしましょう。 
mobile phone けいたい電話 
No, it’s wrong. いいえ、ちがいます。 
OK 分かりました。 
Please call me 電話をください。 
sent by (letter) ～より 
sent to (letter) ～へ 
Telephone 電話 
telephone number 電話番号 
text message メール 
That’s fine. いいですよ。 
That’s good. いいですね。 
That’s good. I’m pleased for you. よかったですね。 
That’s not good だめです。 
That’s right. I agree. そうですね。 
That’s too bad たいへんですね。 
to answer the phone 電話に出る 
to cut, cut off (phone) 電話を切る 
to make a phone call 電話をかける 
What a shame. ざんねんです。 
With pleasure. よろこんで。 
Yes, that’s right はい、そうです。 

 



 

 
 

 
 
This page has been left blank for you to add any additional words you may find useful.



 

 
 

Section 2 
 
Listening and Reading 
 
2.1 Out and about 
 
(to) depart しゅっぱつ（する） 
(to go) camping キャンプ（する） 
(to go) sightseeing かんこう（する） 
(to) arrive とうちゃく（する） 
(to) cancel キャンセル（する） 
(to) check in チェックイン（する） 
(to) check out チェックアウト（する） 
(to) recycle リサイクル（する） 
(to) travel 旅行（する） 
admission (fee) 入場料 
Adult 大人 
Aeroplane ひこうき 
Air 空気 
air conditioning エアコン 
Airport 空こう 
Animal 動物 
art gallery, art museum びじゅつかん 
Bank 銀行 
Basement 地下 
Bath （お）ふろ 
Bathroom （お）ふろば 
Beach ビーチ 
Bed ベッド 
bedding, futon ふとん 
Bedroom しんしつ 
Bicycle じてんしゃ 
Bird 鳥 
Boat ボート 
bound for … ～行（き） 
Bridge はし 
brochure, leaflet パンフレット 
Buddhism ぶっきょう 
Buffet ビュッフェ／バイキング 
Building たてもの 
Bus バス 
bus stop バスてい 



 

 
 

Button ボタン 
capital city 首都 
car park ちゅう車場 
car, vehicle 車 
Castle （お）しろ 
Chair いす 
cherry tree さくら 
Christianity キリスト教 
Church 教会 
Cinema 映画館 
City 都市 
Cloud くも 
cloudy, overcast くもり 
Coast 海がん 
Corner かど 
Country 国 
country(side) いなか 
Cow 牛 
Crossroads こうさてん 
Culture 文化 
Custom しゅうかん 
Degree ～ど 
Desk つくえ 
Door ドア 
Driver うんてんしゅ 
Earthquake じしん 
Economy けいざい 
electricity, light 電気 
Embassy たいしかん 
Entrance 入り口／入口 
Environment かんきょう 
Exhibition てんらんかい 
Factory こう場 
far (away) とおく 
Festival （お）まつり 
film, movie 映画 
Fire 火事 
Fireworks 花火 
flower viewing (esp. cherry blossom) （お）花見 
foreign country 外国 
Foreigner 外国人 
Forest もり 



 

 
 

Form フォーム 
Garden 庭 
Gate もん 
Guide ガイド 
Guidebook ガイドブック 
Guitar ギター 
Heater ストーブ 
hire car レンタカー 
Historic れきしてき（な） 
Holiday 休日 
Horse うま 
Hospital 病院 
hot and humid むしあつい 
hot spring おんせん 
Hotel ホテル 
information bureau あんないじょ／あんないしょ 
Inn 旅館 
International こくさいてき（な） 
Island しま 
Japanese room 和室 
Key かぎ 
Kitchen だいどころ 
Lake みずうみ 
Library としょかん 
line, track ～せん 
living room いま 
Locker ロッカー 
Luggage てにもつ 
Map 地図 
Metre メートル 
Moon 月 
motor car 自動車 
Motorbike オートバイ 
Mountain 山 
Museum はくぶつかん 
Nature しぜん 
Neighbourhood 近所 
Nights ～はく 
old person （お）としより 
on foot あるいて 
on the way とちゅう（で） 
Opportunity きかい 



 

 
 

Park 公園 
Passport パスポート 
Person 人／方 
Petrol ガソリン 
petrol station ガソリンスタンド 
Photograph 写真 
Pickpocket すり 
Place 所 
Place 場所 
plan, schedule よてい 
Platform プラットホーム 
Pocket ポケット 
Politics せいじ 
Population 人口 
Port みなと 
Postcard えはがき 
poster, notice ポスター 
Rain 雨 
rainy season つゆ 
reception, receptionist うけつけ（がかり） 
Recommendation おすすめ 
Refrigerator れいぞうこ 
Religion しゅうきょう 
rest, holiday 休み 
return ticket おうふく（きっぷ） 
rice field 田んぼ 
River 川 
road, way 道 
Room 部屋 
Rubbish waste ごみ 
rush hour ラッシュアワー 
sea, ocean 海 
Season きせつ 
service station サービスエリア 
Shelf たな 
Shinkansen, bullet train 新かんせん 
Shinto 神道 
Ship ふね 
Shop （お）店 
Shop ～屋 
Shrine 神社 
Sign サイン 



 

 
 

single ticket かたみち（きっぷ） 
Sky 空 
Snow 雪 
Sound 音 
Souvenir おみやげ 
Staircase かいだん 
Star ほし 
Station 駅 
Suitcase スーツケース 
Sumo すもう 
Sun たいよう 
sun, day 日 
sunny, clear, fine weather はれた 
swimming pool プール 
Table テーブル 
Taxi タクシー 
taxi stand, rank タクシーのりば 
Television テレビ 
Temperature きおん 
Temple （お）寺 
the thing left behind わすれもの 
Ticket きっぷ／チケット 
Ticket office きっぷ／チケット 売り場 
to be crowded こむ 
to be on time 間にあう 
to become clear, fine はれる 
to become cloudy くもる 
to blow 風がふく 
to carry はこぶ 
to change trains etc のりかえる 
to cross わたる 
to fall (rain, snow) （雨／雪が）ふる 
to get (ride) on のる 
to get off おりる 
to guide, show around あんない（する） 
to leave something behind わすれものをする 
to lock かぎをかける 
to move 動く 
to park 車をとめる 
to queue up ならぶ 
to see off みおくる 
to stop (raining, snowing, wind) （雨／雪／風が）やむ 



 

 
 

to take a bath おふろに入る 
to take a shower シャワーをあびる 
to take place (event) おこなわれる 
to turn まがる 
to withdraw money お金をおろす 
Toilets おてあらい 
Toilets トイレ 
Tour ツアー 
Tourist かんこうきゃく 
Town 町 
Platform プラットホーム 
Tradition でんとう 
traffic lights しんごう 
Train 電車 
train, bus timetable じこくひょう 
transport, vehicle のりもの 
Travel agency 旅行会社 
traveller’s cheque トラベラーズチェック 
Tree 木 
Typhoon たいふう 
underground train 地下鉄 
view, scenery けしき 
Village 村 
Visa ビザ 
Volcano 火山 
Wall かべ 
way out, exit 出口 
Weather 天気 
weather forecast 天気よほう 
western room ようしつ 
Wind 風 
Window まど 
World せかい 
youth hostel ユースホステル 
Zoo 動物園 

 
Visitor Information- foundation 
 
(admission/entry) ticket きっぷ/チケット  
(admission/entry) ticket office きっぷ/チケット 売り場 
Foreign country (abroad) 外国 
admission/entry fee 入場料 



 

 
 

Air 空気 
air pollution 空気おせん 
Appointment よやく 
Beach ビーチ 
bike hire 貸し自転車 
brand/make  ブランド/メーカー 
brochure/leaflet パンフレット 
Café きっさ店 
capital city 首都 
car hire レンタカー 
Castle （お）しろ 
Cathedral 大せいどう 
Cathedral 大寺いん 
City 都市 
Closed しまっている/休ぎょう 
Coast 海がん 
Concert コンサート 
Country 国 
countryside, scenery いなか 
dead   しんでいる 
Disco ディスコ 
district, part of town ちく 
Beer ビール 
Dustbin ごみばこ 
entertainment, things to do ごらく 
Entrance 入り口 
entry, admsission (to place/event) 入場 
Exhibition てんらん会 
Exit 出口 
Festival （お）まつり 
Field はたけ 
film, movie 映画 
Flat アパート 
forbidden  きんし 
Opportunities きかい 
Hill 丘 
Historic れきしてき（な） 
Identity card なふだ 
in autumn 秋（に） 
in spring 春（に） 
in summer 夏（に） 
in the open air 野外 



 

 
 

in winter 冬（に） 
Industrial さんぎょうの 
Industry さんぎょう 
Information あんない 
information office あんないじょ 
Inhabitant じゅうみん 
Island しま 
Lake みずうみ 
Leaflet パンフレット 
Map 地図 
map (of the town) 地図（町の） 
Market いちば 
Motorway こうそくどうろ 
Mountain 山 
nature  しぜん 
Countryside いなか 
Nightlife 夜のごらく 
Office じむしょ 
Open あいている 
Open かいてん 
opening hours/times かいてんじかん 
Outing えんそく 
Outside 外 
outskirts (of town/city) こうがい 
part of town ちく 
passport control 入国けんさ 
Pavement ほそう（どうろ） 
Pedestrian ほこうしゃ 
pedestrian area ほこうしゃせんようちく 
Performance えんそう 
Picturesque えのように美しい 
Place 場所 
Pollution こうがい 
Postcard えはがき 
poster/notice ポスター/けいじ 
price list ていかひょう 
problem  もんだい 
public holiday しゅく日 
quiet  しずか 
Reduction わりびき 
region, area ちいき 
River 川 



 

 
 

road map どうろ地図 
Rubbish ごみ 
sea, ocean 海 
sight, place of interest かんこう地 
Sign ひょうしき/しんごう 
Suburb こうがい 
telephone card テレホンカード 
Theft ぬすみ 
theme park, amusement park ゆうえん地 
to book, reserve よやく（する） 
Tour ツアー 
Tourist かんこうきゃく 
tourist information かんこうあんない 
tourist information office かんこうあんない所 
Tower タワー 
Town 町 
town centre 町の中心部 
Village 村 
Welcome ようこそ/かんげい 
well worth seeing 見るかちのある 
wood, forest 森 
Zoo 動物園 
hot spring おんせん 
Castle （お）しろ 
Temple （お）寺 
Bath （お）ふろ 
Shrine 神社 
Bathroom （お）ふろば 

 
Visitor Information - Higher 
 
Air conditioning エアコン 
area 場所 
bike hire かしじてんしゃ 
canal うんが 
customs ぜいかん 
emergency exit ひじょう口 
event イベント/ぎょうじ 
experience けいけん 
firework 花火 
flea market のみの市 
fountain ふん水 



 

 
 

hospitality もてなし 
memorial, monument きねん物 
memory きおく/思い出 
mountains 山 
park, green space 公園 
procession ぎょうれつ/こうしん 
souvenir （お）みやげ 
stay たいざい 
surrounding area, vicinity きんぺん 
to take place 場所につく 
town centre はんかがい 

 
Basic weather - Foundation 
 
Bad わるい 
Bright あかるい 
Climate きこう 
Cloud くも 
Cloudy くもり 
Cold さむい 
degree (temperature) 度 
Dry かんそう 
Fog きり 
Foggy きりのおおい 
Frosty しものおりた 
Heat あつさ 
highest temperature さいこうきおん 
Hot あつい 
in autumn 秋に 
in spring 春に 
in summer 夏に 
in the east 東に 
in the north 北に 
in the south 南に 
in the west 西に 
in winter 冬に 
it is freezing こおっている 
it is lightning いなびかりしている 
it is raining 雨がふっている 
it is snowing 雪がふっている 
it is thundering かみなりがなっている 
Overcast くもっている 



 

 
 

Rain 雨 
Rainy 雨がふっている 
Season きせつ 
Sky 空 
Snow 雪 
Storm あらし 
Sun たいよう 
sunny  はれた 
the sun is shining 日がてっている 
thunder storm はげしいらい雨 
to change かわる/かえる 
to rain 雨がふる 
to shine 日がてる 
to snow ゆきがふる 
Weather 天気 
weather report 天気よほう 
Wet 雨の多い 
Wind 風 
Windy 風のつよい 
hot and humid むしあつい 

 
Basic Weather - Higher 
 
average temperature へいきんおんど 
bright spell いいてんきがつづく 
Changeable かわりやすい 
Hail ひょう 
low (temperature) ひくい（きおん） 
Rainfall こう雨 
Stormy あらしの 
to brighten up あかるくなる 
to hail ひょうがふる 
weather forecast 天気よほう 

 
Local Amenities - Foundation 
 
Airport 空こう 
art gallery びじゅつかん 
Bank ぎんこう 
bowling alley (10-pin) ボーリング場 
Bridge はし 
Building たてもの 
bus station バスてい 



 

 
 

Café きっさてん 
Castle （お）しろ 
Cathedral 大せいどう 
Cathedral 大寺院 
Church 教会 
Cinema 映画館 
Closed しまっている/休ぎょう 
Disco ディスコ 
Factory こう場 
Farm のう場 
Hospital 病院 
ice rink スケートリンク 
indoor swimming pool おくないプール 
Industry さんぎょう 
Launderette コインランドリー 
Laundry せんたく物 
leisure centre レジャーセンター 
Library 図書館 
main railway station しゅよう駅 
Market いちば 
Museum はくぶつ館 
newspaper stall 売店 
Nightclub ナイトクラブ 
Open あいている 
Open かいぎょう 
Palace きゅうでん 
Park 公園 
pedestrian area/precinct ほこうしゃせんようちく 
petrol station ガソリンスタンド 
Playground (of a shool)  うん動場 
Playground (of a park) あそび場 
police station けいさつ 
Policeman けいさつかん 
Port みなと 
post office ゆうびんきょく 
Pub パブ 
public/municipal 公共の 
railway station 駅 
rubbish bin ごみばこ 
Savings よ金 
Shop （お）店 
shop, business 商店 



 

 
 

shopping centre ショッピングセンター 
snack bar 軽食堂/スナック 
sports centre スポーツセンター 
Square 広場 
Stadium スタジアム 
swimming pool プール 
Theatre げき場 
Toilets トイレ 
Tower タワー 
tower block ビル 
town hall 市やくしょ 
Zoo どうぶつえん 
hot spring おんせん 
Temple （お）寺 
Bath （お）ふろ 
Shrine 神社 
Bathroom （お）ふろば 
convenience store コンビ二, コンビニエンスストア 

 
Local amenities - Higher 
 
ATM, cashpoint じどうしはらいき 
post office ゆうびんきょく 
tourist information office かんこうあんないじょ 

 
Accommodation - Foundation 
 
accommodation しゅくはくしせつ 
Arrival とうちゃく 
balcony バルコニー 
basement 地下 
bath （お）ふろ 
bath towel バスタオル 
bath tub よくそう 
bathroom （お）ふろば 
bed ベッド 
Bedding, futon ふとん 
bedroom しんしつ 
camp site キャンプ場 
caravan いどうじゅうたく 
curtain カーテン 
dining room 食堂 
door (front) げんかん 



 

 
 

double room ダブルルーム 
drinking water 飲料水 
exit 出口 
farm のうじょう 
farm house のう家 
floor ゆか 
floor (1st, 2nd) （１,２）かい 
form フォーム 
free, available, vacant あいている 
furnished 家具つき（の） 
Recreation room ごらくしつ 
garden にわ 
ground floor １かい 
guest （お）客 
heating だんぼう 
hotel ホテル 
in advance 前もって 
in the country いなかで 
included ～をふくまれた 
inclusive of, included ふくめて/こめて 
key かぎ 
kitchen だいどころ 
lift エレベーター 
luggage 手にもつ 
occupied 使用中 
overnight stay いっぱく 
pillow まくら 
reception レセプション 
reception うけつけ 
receptionist うけつけがかり 
rent 家ちん 
reservation よやく 
room  へや 
shared room 共有部屋 
sheet シーツ 
shower シャワー 
single room シングルルーム 
sitting room いま 
sleeping bag ねぶくろ 
soap せっけん 
staircase かいだん 
suitcase スーツケース 



 

 
 

television テレビ 
television set テレビセット 
tent テント 
to arrive とうちゃくする 
to book/to reserve よやくする 
to camp (in a tent) キャンプする 
to function, to work はたらく 
to hire, to rent かりる 
to stay/spend the night いっぱくする 
to unpack ～のなかみを出す 
Toilet, WC トイレ 
toilet paper トイレットペーパー 
toothbrush はブラシ 
toothpaste はみがきこ 
twin room ツインルーム 
view けしき 
village 村 
wardrobe 洋ふくだんす 
wash basin せんめいだい 
window まど 
with a view of, overlooking ～が見える 
youth hostel ユースホステル 
Japanese room 和室 
Western room よう室 

 
Accommodation - Higher 
 
air conditioning エアコン 
cheap, value for money やすい 
emergency exit ひじょう口 
Inn 旅館 
Hospitality もてなし 
Noise おと 
Registration とうろく 
rented accommodation ちんたいじゅうたく 
rules of the house 家のきそく 
Stay たいざい 
to confirm かくにんする 
to put someone up, to accommodate とめる 
to switch off スイッチをけす 
to switch on スイッチをつける 

 



 

 
 

 
 
Public transport- Foundation 
 
airport 空こう 
arrival とうちゃく 
bicycle じてん車 
boat ボート 
breakdown こしょう 
bus バス 
bus stop バスてい 
by bus バス（で） 
car 車 
car park ちゅう車場 
car, carriage (train) 車 
class (2nd class on a train)) （２）等 
coach おおがたバス 
compartment こしつ 
(train, bus etc.) connection のりつぎ 
crossing こうさてん 
delay おくれ 
departure しゅっぱつする 
diesel ディーゼル 
dining car, restaurant car (train) しょくどう車 
direct ちょくせつ（の） 
diversion (road), detour うかい 
door ドア 
driver うんてん手 
driving licence うんてんめんきょしょ 
engine エンジン 
entrance (vehicles) 入口 
exhaust fumes/emissions はいきガス 
exit (for vehicles) 出口 
fare 料金 
ferry フェリー 
harmful ゆうがいな 
journey, trip 旅行 
kilometre キロ 
left luggage あずけた 手にもつ 
locker ロッカー 
line/route ろせん 
lorry トラック 



 

 
 

main railway station しゅような駅 
moped モーペッド 
motorcycle オートバイ 
motorway こうそくどうろ 
occupied, taken (seat) しよう中 
on foot とほ 
one way street 一方つうこう 
passenger じょうきゃく 
petrol ガソリン 
petrol station ガソリンスタンド 
plane ひこうき 
platform プラットホーム 
pollution おせん 
port みなと 
priority  ゆうせん 
public 公共の 
public transport  公共うんそうきかん 
railway 鉄道 
reduction わりびき 
reservation よやく 
return (ticket) おうふく（きっぷ） 
return ticket おうふくきっぷ 
road 道 
seat せき 
second class ２等 
ship ふね 
sign(notice) ひょうしき 
sign (signal) しんごう 
single (ticket) かた道（きっぷ） 
single ticket かた道きっぷ 
sleeping-car, sleeper しんだい車 
steamer きせん 
stop (bus, tram etc) 駅 
supplement ほ足 
taxi タクシー 
taxi driver タクシーのうんてん手 
ticket きっぷ 
ticket inspector かいさつ員 
ticket machine けんばいき 
ticket office きっぷ売り場 
timetable (transport) じこくひょう 
to arrive とうちゃくする 



 

 
 

to be delayed, to be late おくれる 
to change (e.g. trains) のりかえる 
to depart しゅっぱつする 
to fill with petrol ガソリンを入れる 
to get off, to alight おりる 
to get on (train, bus etc) のる 
to harm, damage きずつける 
to land ちゃくりくする 
to miss （のり）そこなう 
to park ちゅう車する 
to pollute おせんする 
to reserve よやくする 
to take off (plane) りりくする 
to travel, to drive うんてんする 
traffic こうつう 
traffic accident こうつうじこ 
traffic jam こうつうじゅうたい 
traffic lights しんごう 
train 電車 
train station 駅 
tram ろめん電車 
underground station, tube station ちかてつの駅 
underground train, tube, metro ちかてつ 
unleaded むえんガソリン 
waiting room まちあい室 
waiting time  まち時間 
wall (inside) かべ 

 
Public Transport - Higher 
 
a fast train (stops at some smaller 
stations, but not all) 急行電車 
air conditioning エアコン 
control room (e.g. taxi, radio) ちょうせい室 
Helicopter ヘリコプター 
left-luggage office 手にもつ一時あずかりじょ 
level crossing へいめんこうさ 
local stopping train ふつう電車 
motorway junction インター（チェンジ） 
Noise 音 
return ticket おうふくきっぷ 
rush hour ラッシュアワー 



 

 
 

seat belt シートベルト 
Speed そくど/スピード 
speed limit せいげんそくど 
to board (plane, ship) のる 
to brake, to apply the brakes ブレーキをかける 
to fasten one’s seatbelt シートベルトをしめる 
to hurry いそぐ 
to overtake おいこす 
Vehicle 車 
bullet train 新かんせん 
service station サービスエリア 

 
Directions- Foundation 
 
(on the) left 左 
(on the) right 右 
(traffic)roundabout ロータリー 
as soon as  ～するとすぐに 
bridge はし 
corner かど 
crossroads こうさてん 
direction ほうこう 
east 東 
far とおい 
I’m sorry / excuse me すみません 
map 地図 
metre メートル 
north 北 
on foot とほ 
on the left/right  左手に/右手に 
one way street 一方つうこう 
river 川 
south 南 
straight on 真っすぐに 
to be situated ～にある 
to cross  おうだんする 
to follow ～のうしろにつく 
to go 行く 
traffic lights しんごう 
west 西 
zebra crossing おうだんほどう 

 



 

 
 

Directions- Higher 
 
pedestrian crossing おうだんほどう 
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Listening and Reading 
 
Section 2.2 Customer services and transactions 
 
(packed) lunch （お）べんとう 
(shop etc is) closed しまっている/休ぎょう 
(shop etc is) open あいている/かいぎょう 
(to be) hospitalised 入院（する） 
(to be) injured けが（する） 
(to go) shopping 買い物（する） 
(to have) a meal 食事（する） 
(to) leave hospital たいいん（する） 
(to) order ちゅうもん（する） 
‘raamen’ noodles ラーメン 
…cuisine (eg フランス料理) ～料理 
Accident じこ 
Ambulance きゅうきゅうしゃ 
Apple りんご 
Arm うで 
Back せなか 
bag かばん／バッグ 
ballpoint pen ボールペン 
banana バナナ 
barber とこや 
battery でんち 
beef 牛肉／ビーフ 
beer ビール 
body 体 
book 本 
box はこ 
bread パン 
breakfast 朝ごはん／朝食 
butter バター 
café, coffee shop きっさ店 
cake ケーキ 
calligraphy 書道 
camera カメラ 
card カード 
carrot にんじん 
change （お）つり 
cheese チーズ 
chicken とり肉  



 

 
 

Chips/fries フライドポテト 
chocolate チョコレート 
chopsticks （お）はし 
cigarette たばこ／タバコ 
Clock, watch とけい 
Coat コート 
 jacket うわぎ 
coffee コーヒー 
coke コーラ 
cold, flu かぜ 
condition 気分 

convenience store 
コンビニ / コンビニエンスス

トア 
cooked rice, meal ごはん 
credit card クレジットカード 
cuisine, dish 料理 
cup コップ 
curry and rice カレーライス 
customer, visitor, guest おきゃく 
department store デパート 
dessert デザート 
dish, plate （お）さら 
doll にんぎょう 
dollar ～ドル 
dress ドレス 
drink 飲み物 
ear 耳 
egg たまご 
envelope ふうとう 
escalator エスカレーター 
euros ～ユーロ 
evening meal 晩ごはん／夕食 
eye 目 
face かお 
feeling 気持ち 
fever ねつ 
finger ゆび 
fish 魚 
flower arrangement 生け花 
food 食べ物 
foot, leg あし 
fork フォーク 



 

 
 

fruit くだ物 
glasses めがね 
gloves 手ぶくろ 
grape ぶどう 
hair かみ／かみのけ 
hair salon びよういん 
half 半分 
hamburger ハンバーガー 
hand 手 
handkerchief ハンカチ 
hat ぼうし 
head あたま 
hot water （お）ゆ 
ice こおり 
ice cream アイスクリーム 
illness 病気 
jam ジャム 
Japanese food 和食 
jeans ジーンズ 
juice ジュース 
kimono きもの 
knife ナイフ 
lift エレベーター 
lunch 昼ごはん／昼食 
magazine ざっし 
meat 肉 
medicine くすり 
memory 思い出 
menu メニュー 
milk ぎゅうにゅう／ミルク 
miso soup みそしる 
money （お）金 
mouth 口 
neck くび 
newspaper 新聞 
Soba noodles （お）そば 
Nose はな 
onion たまねぎ 
pasta パスタ 
pen ペン 
pence ～ペンス 
pencil えんぴつ 



 

 
 

pepper こしょう 
pizza ピザ 
Please give me … ～をください 
police けいさつ 
police box こうばん 
pork ぶたにく／ポーク 
postcard はがき 
potato じゃがいも 
pound ～ポンド 
present プレゼント 
price ねだん 
problem もんだい 
raw fish dish さしみ 
receipt りょうしゅう書 
restaurant レストラン 
rice （お）こめ 
rice wine, alcoholic drink （お）さけ 
ring ゆびわ 
salad サラダ 
salt しお 
sandwich サンドイッチ 
shirt シャツ 
shoe くつ 
shop assistant てんいん 
size サイズ／大きさ 
skirt スカート 
slippers スリッパ 
snack, sweet, cake おかし 
soap せっけん 
sock くつ下 
soup スープ 
soy sauce しょうゆ 
spoon スプーン 
stamp 切手 
steak ステーキ 
stomach, belly おなか 
strawberry いちご 
sugar さとう 
suit スーツ 
supermarket スーパー 
sushi （お）すし 
sweater, jumper セーター 



 

 
 

swimsuit, trunks みずぎ 
tangerine みかん 
tea （お）茶 
Tea (black) こうちゃ 
tea ceremony さどう 
tempura てんぷら 
thief どろぼう 
throat のど 
tie ネクタイ 
till, cash desk レジ 
to be full (stomach) （おなかが）いっぱい 
to be lost, disappear, be used up なくなる 
to become thirsty のどがかわく 
to catch a cold かぜをひく 
to deliver はいたつする 
to feel hungry おなかがすく 
to lose なくす 
to pay しはらう 
to wear (trousers, shoes, socks, etc) はく 
to wear a hat ぼうしをかぶる 
to wrap つつむ 
toast トースト 
tomato トマト 
tooth は 
towel タオル 
trousers ズボン 
udon うどん 
umbrella かさ 
underwear 下ぎ 
vegetable やさい 
vending machine じどうはんばいき 
voice こえ 
waiter ウエーター 
Waitress ウエートレス 

wallet, purse さいふ 
water 水 
Western food よう食 
wine ワイン 
winter scarf マフラー 
yen ～円 
yukata ゆかた 

 



 

 
 

 
Cafes and Restaurants- Foundation 
 
Appetite 食よく 
Apple りんご 
Apricot アプリコット 
Banana バナナ 
Bean まめ 
beer  ビール 
Bill せいきゅう書 
Bread パン 
Breakfast 朝ごはん, 朝食 
Cabbage キャベツ 
Café きっさ店 
Cake ケーキ 
Carrot にんじん 
Cash げん金 
Cheese チーズ 
Cherry さくらんぼ 
Chicken とり肉 
Chips/fries フライドポテト 
choice  せんたく 
Chocolate チョコレート 
Coffee コーヒー 
cooked, boiled ちょうりされた 
cream クリーム 
credit card クレジットカード 
cucumber きゅうり 
cup コップ 
customer お客 
dessert デザート 
dining room 食どう 
dish, cuisine 料理 
drink  飲み物 
egg たまご 
euro ユーロ 
evening meal, dinner, supper 晩ごはん/夕食 
fish 魚 
fork フォーク 
fruit くだ物 
full いっぱい 
glass グラス 



 

 
 

grape ぶどう 
ham ハム 
hamburger ハンバーガー 
ice cream アイスクリーム 
ice こおり 
inn 旅館 
jam ジャム 
juice ジュース 
knife ナイフ 
lemon レモン 
lemonade レモネード 
lettuce レタス 
lunch 昼ごはん, 昼食 
main course メインのりょうり 
meal ごはん/食事 
meat 肉 
melon メロン 
menu メニュー 
milk ぎゅうにゅう, ミルク 
mineral water ミネラルウォーター 
mixed とりまぜた 
money （お）金 
mushroom きのこ 
mustard マスタード 
napkin ナプキン 
omelette オムレツ 
orange オレンジ 
onion たまねぎ 
pasta パスタ 
pea えんどうまめ 
pear なし 
pepper こしょう 
pineapple パイナップル 
pizza ピザ 
plate （お）さら 
pork ぶた肉, ポーク 
portion 一人前 
pot (of coffee, hot chocolate etc) ポット 
potato じゃがいも 
refreshments かるい食事 
rest day, day off 休日 
restaurant レストラン 



 

 
 

roast ～をやく/やいた 
Roll (bread) ロールパン 
Salt しお 
Sandwich サンドイッチ 
Sausage ソーセージ 
self-service セルフサービス 
service  サービス 
set meal 定食 
Snack けい食 
Sweet おかし 
snack bar けい食どう/スナックバー 
soup スープ 
speciality せんもん 
spoon スプーン 
starter スターター 
strawberry いちご 
sugar さとう 
table テーブル 
table cloth テーブルクロス 
tasty おいしい 
Tea (black) こう茶 
tea spoon 茶さじ 
tip (money) チップ 
to drink のむ 
to eat たべる 
to order ちゅうもんする 
to pay しはらう 
to serve ～を出す 
to wait at table, to serve きゅうじする 
vanilla バニラ 
vegetable やさい 
vinegar す 
waiter ウエーター 
Waitress ウエートレス 
water 水 
wine ワイン 
yoghurt ヨーグルト 
rice （お）こめ 
rice wince, alcoholic drink （お）さけ 
sushi （お）すし 
soba noodles （お）そば 
(Japanese) tea （お）茶 



 

 
 

chopsticks （お）はし 
(packed) lunch （お）べんとう 
hot water （お）ゆ 
udon noodles うどん 
curry and rice カレーライス 
coke コーラ 
rice ごはん 
raw fish dish さしみ 
salad  サラダ 
soy sauce しょうゆ 
(to have) a meal 食事（する） 
steak ステーキ 
food 食べ物 
tempura てんぷら 
toast トースト 
Tomato トマト 
Butter バター 
Tangerine みかん 
miso soup みそしる 
Western food よう食 
Japanese food 和食 
‘raamen’ noodles ラーメン 
‘Thank you for the meal.’ ごちそうさま（でした）。 

 
Cafes and restaurants- Higher 
 
beef 牛肉, ビーフ 
duck かも 
fried egg 目だまやき 
fruit tea フルーツティー 
low fat milk ていしぼうぎゅうにゅう 
garlic ガーリック, にんにく 
herbal tea ハーブティー 
homemade 手づくりの 
honey はちみつ 
lamb ラム肉 
lettuce レタス 
mug マグ（カップ） 
pâté パテ 
salmon さけ 
saucer うけざら 
scrambled egg スクランブルエッグ 



 

 
 

sea food 魚かいるい 
smoked くんせいされた 
spicey やくみのきいた 
spinach ほうれんそう 
tasty おいしい 
tray （お）ぼん 
trout ます 
turkey 七めんちょう 
veal 子牛の肉 
well-cooked よくやいた 

 
Shops- Foundation 
 
(newspaper) kiosk 売店 
(traveller’s) cheque （トラベラーズ）チェック 
a ￥10,000 note １万円さつ 
a ￥100 coin １００円玉 
bakery パン屋 
Banana バナナ 
Bank 銀行 
bank card 銀行のカード 
bank note （お）さつ 
Belt ベルト 
Blouse ブラウス 
book shop 本屋 
Boot ブーツ 
Boxer shorts ボクサーショーツ 
Bra ブラジャー 
Bread パン 
brochure  パンフレット 
bureau de change りょうがえ所 
butcher’s 肉屋 
Cabbage キャベツ 
cake shop ケーキ屋 
Camera カメラ 
Cap ぼうし 
Carrot にんじん 
Cash （お）金 
Cauliflower カリフラワー 
change (i.e. coins) （お）つり 
changing room こうい室 
Cheap やすい 



 

 
 

Checked チェックもようの 
Cheese チーズ 
chemist’s やっきょく 
chewing gum （チューイン）ガム 
Chicken とり肉 
choice, selection せんたく 
Clothes ふく 
clothes shop ふくや 
Clothing いるい 
Coat コート 
Coffee コーヒー 
Coin こうか/コイン 
Cooked ちょうりされた 
Cotton めん 
credit card クレジットカード 
Customer お客 
department store デパート 
discount, reduction わりびき 
Dress ドレス 
drink  飲み物 
Earring イヤリング 
electric shop 電気屋 
emergency exit ひじょう口 
Entrance 入口 
Escalator エスカレーター 
Euro ユーロ 
Exit 出口 
Expensive 高い 
Fashion りゅう行/ファッション 
fishmonger’s 魚屋 
Florist 花屋 
Fragile こわれやすい 
Fruit くだ物 
Glove 手ぶくろ 
green grocer’s 八百屋 
grocer’s, food shop 食料品店 
hairdresser びようし 
Ham ハム 
Handbag ハンドバッグ 
Hat ぼうし 
it fits/suits you あっている 
it suits you にあっている 



 

 
 

Jacket うわぎ 
Jewellers ほうせき屋 
Jewellery ほうせき 
Juice ジュース 
Leather かわ 
Lemon レモン 
Lift エレベーター 
List リスト 
low priced やすい 
make, brand ブランド/メーカー 
Market 市場 
Milk ぎゅうにゅう 
Money （お）金 
Mushroom きのこ 
Mushroom マッシュルーム 
Necklace ネックレス 
nightdress ねまき 
opening hours かいてん時間 
pants, briefs パンツ 
Pea えんどうまめ 
Peach ピーチ 
Pear なし 
Perfume こう水 
Piano ピアノ 
Pork ぶた肉 
post card はがき 
Potato じゃがいも 
pound (in weight), pound [sterling] ポンド 
Present プレゼント 
price ねだん 
purse さいふ 
pyjamas パジャマ 
quality しつ 
quantity りょう 
raincoat レインコート 
raspberry ラズベリー 
receipt りょうしゅう書 
reduced  わりびいた 
reduction  わりびき 
rest day, day off 休日 
roast ～をやく/やいた 
Roll (bread) ロールパン 



 

 
 

sale はん売 
sales assistant はん売いん 
sandal サンダル 
sandwich サンドイッチ 
sausage ソーセージ 
scarf スカーフ 
service  サービス 
shirt シャツ 
shoe くつ 
shop 店 
shop assistant 店員 
shop keeper 店主 
shop window ショーウインドー 
shopping bag 買い物ぶくろ 
shopping basket 買い物かご 
shopping centre ショッピングセンター 
shopping list 買い物リスト 
shopping trolley ショッピングカート 
shopping, purchases 買い物 
size サイズ 
skirt スカート 
slipper スリッパ 
sock くつ下 
sold out 売切れ 
souvenir おみやげ 
special offer とくばいひん 
stamp 切手 
stationer’s ぶんぼうぐ屋 
striped しまもようの 
suit スーツ 
supermarket スーパーマーケット 
sweater, jumper セーター 
swimming costume/trunks 水ぎ 
tea （お）茶 
tie ネクタイ 
tights タイツ 
till, check-out レジ 
to buy 買う 
to deliver はいたつする 
to fit, to suit あった 
to pack つめる 
to pay しはらう 



 

 
 

to queue ならぶ 
to shop 買い物をする 
to spend (money) （お金を）つかう 
to try on （を）ためす 
tobacco たばこ 
tobacconist たばこ屋 
tracksuit トラックスーツ 
trainers  うん動ぐつ 
trousers ズボン 
umbrella かさ 
underpants 下ぎ 
wallet さいふ 
water 水 
Wine ワイン 
Wool ウール 
Yoghurt ヨーグルト 

 
Shops- Higher 
 
bathrobe, dressing gown バスローブ/ガウン 
best-before date しょうみきげん 
Cardigan カーディガン 
cheap, value for money やすい 
delicatessen デリカテッセン 
furniture shop かぐや 
Label ふだ/ラベル 
Packaging ほうそう 
plastic プラスチック 
reduced ねびきした 
silk きぬ/シルク 
slipper スリッパ 
(clearance) sale セール 
tie ネクタイ 

 
Dealing with problems- Foundation 
 
ambulance きゅうきゅう車 
bank account 銀行こうざ 
bank card 銀行のカード 
boss じょうし 
breakdown こしょう 
broken こわれた 



 

 
 

change とりかえる/こうかんする 
credit card クレジットカード 
customer お客 
customer service カスタマーサービス 
damage  そんがい 
euro ユーロ 
exchange rate かわせそうば 
form フォーム 
hospital 病院 
identity card みぶんしょうめい書 
ill 病気の 
illness 病気 
lost property office そんしつ物とりあつかい所 
mistake まちがい 
money （お）金 
noise 音 
pity, shame どうじょう 
police station けいさつ 
policeman けいさつかん 
problem もんだい 
purse さいふ 
receipt りょうしゅう書 
reduction  わりびき 
service  サービス 
theft ぬすみ 
thief どろぼう 
to change (money) りょうがえする 
to complain もんくを言う 
to get one’s money back へんきんする 
to keep とっておく 
to leave behind わすれる 
to lose なくす 
town map  町の地図 
(traveller’s) cheque （トラベラーズ）チェック 
truth じじつ 
waiter ウエーター 
Waitress ウエートレス 
wallet さいふ 

 
Dealing with problems- Higher 
 
insurance ほけん 



 

 
 

prison けいむ所 
to cope with, to deal with ～をうまくしょりする 
to damage そんがいをあたえる 
to disappear なくなる 
to insure ほけんをかける 
to prove ～をしょうめいする 

 



 

 
 

 
 
This page has been left blank for you to add any additional words you may find useful.



 

 
 

Listening and Reading 
 
Section 2.3 Personal information 
 
(television,radio) programme 番ぐみ 
(theatre) play げき 
(to do) exercise うん動（する） 
(to give) self-introduction じこしょうかい（する） 
(to play) a game ゲーム（をする） 
(to) celebrate おいわい（する） 
(to) divorce りこん（する） 
(to) marry けっこん（する） 
… story (house, building etc) ～かいだて（の家 etc. ） 
address 住所 
athlete, player せんしゅ 
aunt おば 
aunt, middle-aged lady おばさん 
baby 赤ちゃん 
ball ボール 
baseball やきゅう 
basketball バスケットボール 
birthday たん生日 
born 生まれる 
boy 男の子 
brother(s) (and sisters) きょうだい 
calendar カレンダー 
cartoon, comic まんが 

cat ねこ 
CD (compact disc) シーディー（コンパクトディスク） 
celebrity 有名人 
child 子ども 
classical, classic (music) クラシック 
clever あたまがいい 
clothes （よう）ふく 
club クラブ 
concert コンサート 
connection, relation かんけい 
conversation 会話 
cousin いとこ 
daughter むすめ／むすめさん 
diary にっき 
dog 犬 



 

 
 

DVD ＤＶＤ 
family 家族／ご家族 
fashion りゅう行/ファッション 
father 父／お父さん 
flat アパート 
flower 花 
football サッカー 
free time ひまな時 
friend 友だち 
frying pan フライパン 
girl 女の子 
golf ゴルフ 
grandchild まご 
grandfather そふ 
grandfather, old man おじいさん 
grandmother そぼ 
grandmother, old lady おばあさん 
guitar ギター 
hobby しゅみ 
house, home 家 （いえ／うち） 
housework 家事 
husband しゅ人／ごしゅ人 
judo じゅう道 
karaoke カラオケ 
karate 空手 
letter 手紙 
lifestyle 生かつ 
literature 文学 
man 男の人 
man だんせい 
match, game しあい 
meeting place 会場 
mother 母／お母さん 
music 音楽 
name 名前 
night club ナイトクラブ 
novel しょうせつ 
older brother 兄／お兄さん 
older sister 姉／お姉さん 
orchestra オーケストラ 
parents りょうしん／ごりょうしん 
party パーティー 



 

 
 

pet ペット 
piano ピアノ 
picture, painting, drawing え 
pop music ポピュラーおんがく 
pot, pan なべ 
radio ラジオ 
reading 読書 
relative しんせき 
rock (music) ロック（おんがく） 
seat せき 
short せがひくい 
skating スケート 
skiing スキー 
smell におい 
smells good いいにおいがする 
son むすこ／むすこさん 
song うた 
sport スポーツ 
sports ground うん動場 
surname せい/名字 
swimming 水えい 

table tennis たっきゅう 
tall せが高い 
taste あじ 
team チーム 
tennis テニス 
tennis court テニスコート 
to be divided, part わかれる 
to be interested in ～にきょうみがある 
to bloom さく 
to build, erect たてる 
to cook りょうりする 
to dance おどる 
to keep a pet ペットをかう 
to paint, draw えをかく 
to play (the piano, guitar, etc) えんそうする 
to swim およぐ 
tool, equipment 道ぐ 
uncle おじ 
uncle, middle-aged man おじさん 
vegetarian ベジタリアン 
vegetarian さい食しゅぎ者 



 

 
 

video ビデオ 
wedding けっこんしき 
wife つま／おくさん 
woman 女の人 
woman じょせい 
year, age 年 
younger brother 弟 
younger sister 妹 

 
General interest- Foundation 
 
(computer) programme プログラム 
(television) programme 番ぐみ 
Active かつどうてきな 
Advantage ゆうり 
adventure film ぼうけん映画 
at home 家で 
Atmosphere ふんいき 
Bag かばん 
band, group バンド/グループ 
Beginning はじめ 
Book 本 
cable TV ゆうせんテレビ 
camera カメラ 
cartoon まんが 
Cassette (tape) カセット（テープ） 
CD (compact disc) シーディー（コンパクトディスク） 
celebrity 有名人 
chic, smart 上品な 
classical, classic クラッシク（の） 
clothes ふく 
Clothes (Japanese) 和ふく 
Clothese (western) ようふく 
collection コレクション 
comic きげきの/まんがの 
computer game コンピュータゲーム 
computing, ICT コンピュータ 
concert コンサート 
cycling サイクリング/じてんしゃにのる 
disadvantage ふり 
documentary ドキュメンタリー/きろく作品 
dubbed (film) ダビングした（映画） 



 

 
 

entertainment ごらく 
environment かんきょう 
environmental problem かんきょうもんだい 
environmentally friendly かんきょうにやさしい 
environmentally unfriendly かんきょうにやさしくない 
equipment  じゅんび 
Exciting こうふんする 
Fashion りゅう行/ファッション 
fashionable, trendy りゅう行の 
favourite …. 大好き（な） 
folk music フォーク（ミュージック）/みんぞく音楽 
free (of charge) ただ 
Fun 楽しみ 
Game ゲーム 
Group グループ 
horror film スリラー映画 
Informative ゆうえきな 
Informative ちしきをていきょうする 
Interest きょうみ 
Ipod アイポッド 
Knowledge ちしき 
Magazine ざっし 
melody, tune メロディー 
mobile phone けいたい（電話） 
Modern きんだいの 
Money （お）金 
mp3 (file)  mp3（ファイル） 
murder mystery, detective story すいりしょうせつ 
Music 音楽 
News ニュース 
Newspaper 新聞 
old-fashioned きゅうしきな/じだいおくれの 
player (sports) せん手 
Player (CD, mp3) プレーヤー 
pocket money （お）こづかい 
pop music ポピュラー音楽 
quiz show クイズ番ぐみ 
radio ラジオ 
rap  ラップ（音楽） 
reading 読書 
rock music ロック音楽 
romantic ロマンチックな 



 

 
 

romantic film れんあい映画 
satellite TV えいせいテレビ 
series れんぞく 
singer 歌手 
soap opera れんぞくドラマ 
song 歌 
stereo system ステレオそうち 
tattoo いれずみ 
technology かがくぎじゅつ/テクノロジー 
television (set) テレビ（セット） 
text message メール 
thrifty しっそな 
to chat おしゃべりする 
to collect あつめる 
to cook りょうりする 
to do, to make する/つくる 
to enjoy oneself 楽しむ 
to feel like (doing something) ～したい気がする 
to function, to work 働く 
to jog ジョギングする 
to listen to the radio ラジオを聞く 
to listen to, to hear 聞く 
to play あそぶ 
to play (musical instruments) えんそうする 
to play (sports) きょうぎする 
to put on きる 
to put on make-up けしょうする 
to read 読む 
to repare しゅうりする 
to run はしる 
to see 見る 
to spend (money) つかう 
to suggest すすめる 
to tag along, to accompany ～といっしょに行く 
to text,  メールする 
to walk, to take a walk, to stroll あるく 
to watch TV テレビを見る 
tourism かんこうじぎょう 
toy おもちゃ 
umbrella  かさ 
viewer しちょう者/見物人 

 



 

 
 

General interests- Higher 
 
bored たいくつした 
competition コンクール/きょうぎ会 
creepy みのけがよだつ 
enjoyment, pleasure 楽しみ 
exciting こうふんする 
free of charge, for nothing ただ 
horror film スリラー映画 
race, racing きょうそう/レース 
remote control リモコン 
subtitles 字まく 
surprise びっくりさせる 
to accompany ～といっしょにいく 
to chat, natter おしゃべりする 
to get to grips with りかいする 
to prefer ～を好む 
to record きろくする 
to switch on スイッチを入れる 
to watch 見る 

 
Leisure Activities- Foundation 
 
(admission/entrance) ticket きっぷ 
activity  かつ動 
athletics うん道きょうぎ 
badminton バトミントン 
band, group バンド/グループ 
barbecue バーベキュー 
championship せんしゅけん/ゆうしょう 
chess チェス 
cinema 映画館 
clarinet クラリネット 
classical, classic クラシック（の） 
club クラブ 
computer game コンピュータゲーム 
cycling サイクリング/じてん車にのる 
dancing おどり 
disco ディスコ 
drums, percussion ドラム/だがっき 
entrance fee 入場料 
flute フルート 
football サッカー 



 

 
 

fun 楽しみ 
goal (football) ゴール 
guitar ギター 
hobby しゅみ 
hockey ホッケー 
horse うま 
horse riding じょうば 
ice skating （アイス）スケート 
instrument がっき 
leisure よか 
member かいいん 
modern きんだいの 
music 音楽 
offer ていきょう/もうしで 
open air swimming pool 野外プール 
orchestra オーケストラ 
performance えんそう 
piano ピアノ 
play (theatre)  げき 
rugby  ラグビー 
sailing boat ヨット 
skiing スキー 
sports equipment スポーツようひん 
sports ground うん動場 
stage ぶたい/ステージ 
swimming 水えい 
table tennis たっきゅう 
team チーム 
tennis テニス 
to bowl なげる/ころがす 
to dance おどる 
to do sport スポーツをする 
to exercise うん道する 
to do gymnastics 体そうする 
to fish つりをする 
to go 行く 
to go along, to accompany ～といっしょに行く 
to go for a walk/stroll さんぽする 
to go out 外出する 
to hike, ramble ハイキングする 
to laze about なまける 
to meet, to meet up with あう 



 

 
 

to offer ていきょうする/もうしでる 
to ride (horse) じょうばする 
to roller-skate ローラースケートをする 
to sail とこうする 
to shoot うつ 
to skateboard スケートボードにのる 
to swim およぐ 
tracksuit トラックスーツ 
trainers うん動ぐつ 
trumpet トランペット 
violin バイオリン 
water skiing 水上スキー 
youth club 青少年センター 

 
Leisure activities- Higher 
 
archery アーチェリー 
fishing rod つりざお 
mountaineering, climbing とざん 
parachuting パラシュートでこう下する 
play えんげき 
recorder リコーダー 
(rock) climbing いわのぼり/ロッククライミング 
sport うん動きょうぎ 
to accept ～をうけとる/～をみとめる 
to dive とびこむ/もぐる 
to rest, relax 休む/リラックスする 

 
Family and friends- Foundation  
 
Address 住所 
adult, grown-up 大人 
adventurous ぼうけん好きな 
age 年れい/年 
agreed きめられた/どういした 
alone ただひとりの 
angry, cross おこって 

argument, quarrel 
口 
ろん/口げんか 

attractive みりょくてきな 
aunt おば 
awesome, magnificent すごい/とてもいい 
bathroom よく室 



 

 
 

beard ひげ 
beautiful うつくしい 
birth たん生 
birthday たん生日 
birthplace 出生地 
born 生まれた 
boy 男の子/少年 
Brother(younger) おとうと 
Brother(older) 兄 
brother-in-law / sister-in-law ぎりの（兄/おとうと/姉/妹） 
Brothers/siblings きょうだい 
sisters 姉妹 
cat ねこ 
celebration, party いわい 
character とくちょう/とくせい 
character, personality せいかく 
cheeky なまいきな 
child 子ども 
chin  あご 
christening せんれい 
clothes ふく 
cousin いとこ 
curly まきげの 
dad お父さん 
date of birth たん生日 
daughter むすめ 
dead しんでいる 
detached house いっけんや 
dissatisfied ふまんな 
divorced りこんした 
dog 犬 
dream ゆめ 
ear 耳 
earrings イヤリング 
emergency ひじょうじたい 
engaged こんやくした 
engagement ring こんやくゆびわ 
eyes 目 
face かお 
Family 家ぞく 
Famous 有名な 
Father 父/父おや 



 

 
 

Feeling かんじょう/かんかく 
first name 名 
Flat アパート 
foolish, silly ばかげた 
Foreign 外国の 
Foreigner 外国人 
Friend 友だち 
Friendly したしい/ゆうこうてきな 
Friendship ゆうじょう 
Funny, strange きみょうな/へんな 
funny, witty おかしい/おもしろい 
Girl 女の子/少女 
Glasses めがね 
Granddad おじいちゃん 
Grandchild まご 
Grandfather そふ/おじいさん 
grandma, granny おばあちゃん 
Grandmother そぼ/おばあさん 
Grandparents そふ/そぼ 
Hair かみ 
half- 半分 
Hat しぼう 
Helpful やくだつ 
Home( abode) かてい/じたく 
Home (birthplace, country) こきょう/ここく 
honest しょうじきな 
house 家 
household かぞく 
humorous こっけいな 
ideal りそう 
impatient たんきな 
impolite ぶさほうな/しつれいな 
in a good mood 気分がいい 
In a bad mood 気分がわるい 
in love こいしている 
intelligent ちのうの高い 
invitation しょうたい 
jacket 上ぎ 
job しごと 
kiss キス 
Life (living thing) 生き物 
Life (being alive) せいめい/いのち 



 

 
 

Life (the period between birth and 
death) 一生 
Life (manner of living) 生かつ 
Light (a lamp) あかり 
likeable こうかんのもてる 
lively 元気な 
lonely こどくな 
man, husband おっと 
marriage けっこん 
married けっこんした 
mean, nasty いじのわるい 
member of the family 家族のいちいん 
mood きげん 
mother 母/母おや 
moustache 口ひげ 
mouth 口 
multicultural 多文化てきな 
mum お母さん 
neighbour きんじょの人 
nice, kind しんせつな 
nice, likeable すてきな 
nickname あたな/ニックネーム 
no sense of humour ユーモアにかける 
nonsense むいみ/ナンセンス 
normal ひょうじゅんの/ふつうの 
nose はな 
old  古い 
old fashioned きゅうしきな/じだいおくれの 
older  ねんちょうの/としうえの 
only child 一人っ子 
optimistic らくてんてきな 
parents りょうしん 
patient がまんづよい 
penfriend ペンフレンド/文通ともだち 
people 人びと 
person 人/人間 
pessimistic ひかんてきな 
pet ペット 
picture え 
place of residence 住たく 
pleased, satisfied まんぞくした 
polite ていねいな 



 

 
 

poor まずしい 
post code ゆうびんばんごう 
present プレゼント 
pretty かわいい 
quiet しずかな 
relationship かんけい 
rich 金もちの 
ring ゆびわ 
sad かなしい 
self じこ 
selfish じこてきな/わがままな 
separated わかれた/べっきょする 
serious まじめな 
shy はずかしがりの/うちきな 
single どくしん 
Sister (older) 姉 
Sister (younger) 妹 
skin colour はだのいろ 
son むすこ 
son-in-law / daughter-in-law ぎりのむすこ/むすめ 
sour, cross ふきげんな 
Step (of a stair) かいだん 
Step (one motion of the leg) あゆみ 
straight (hair) ストレート 
study (room) しょさい 
surname せい/名字 
survey ちょうさ 
telephone number 電話ばんごう 
thin やせた 
tidy きちんとした 
to like  好きである 
To dislike きらいである 
to annoy  いらいらする 
to apologise, to excuse oneself あやまる 
to argue, to quarrel 口ろんする 
to babysit 子もりをする 
to be annoying, to annoy someone  いらいらさせる 
to be called よばれる 
to be in a good / bad mood きげんがいい/わるい 
to care for, to look after せわをする 
to celebrate/to congratulate いわう 
to chat, chatter おしゃべりする 



 

 
 

to criticise ひひょうする 
to donate きふする 
to get divorced りこんする 
to get engaged こんやくする 
to get married けっこんする 
to get on with いそぐ 
to introduce (yourself) 自こしょうかいする 
to invite しょうたいする 
to kiss キスする 
to know, (be familiar with) しる 
to like このむ 
to look (e.g. pretty, ugly etc) ～ように見える 
to look after ～に気をつける 
to look forward to ～を楽しみにする 
to prefer ～をこのむ 
to separate, to split up わかれる 
to support ささえる 
to visit たずねる 
twins ふた子 
ugly みにくい 
uncle おじ 
unemployed しつぎょうした 
unfriendly したしくない/ゆうこうてきでない 
university 大学 
unpleasant, disagreable ふゆかいな/いやな 
untidy ちらかった 
visit ほうもんする 
wedding けっこんしき 
wedding ring けっこんゆびわ 
wife, woman つま 
work しごと 
year 年 
young わかい 
young lady, Miss. わかいじょせい 
young person わかい人 

 
Family and friends- Higher 
 
a good deed りっぱなこうい 
acquaintance, friend 知りあい 
address 住所 
Adopted (boy) よう子になった 



 

 
 

Adopted (girl) よう女になった 
apartment building (house divided 
into flats) アパート 
area code (telephone number) 市外きょくばん 
bald head はげあたま 
based on, on account of  ～にもとづいた 
bride 花よめ 
bridegroom 花むこ 
career しょくぎょう 
character trait せいかくのとくちょう 
conceited うぬぼれの強い 
depressed 気おちした 
discrimination さべつ 
fiancé(e) こんやく者 
gender, sex せいべつ 
generous 気前のよい 
granddaughter まごむすめ 
grandson まごむすこ 
homeless ホームレス 
humour ユーモア 
identical twins いちらんせいの 
independent どく立した 
jealous ねたんで/しっとして 
loyal, faithful ちゅうじつな 
mad, crazy 気がくるった 
marriage ceremony, wedding けっこんしき 
meeting 会ぎ 
nationality 国せき 
needy, in need ～をひつようとする 
nephew おい 
niece めい 
of age (i.e. over 18) 成人 
old people’s home  ろう人ホーム 
pensioner, senior citizen 高れい者/（お）年より 
pretentious うぬぼれた 
racist 人しゅさべつしゅぎ者（の） 
relationship かんけい 
relative, relation しんせき 
reliable しんらいできる 
role model もはんとなるもの 
self-confident じしんのある 
similar よくにた 
single parent (mother) 母子かていの母おや 
single parent (father) 父子かていの父おや 
single person どくしん者 
single, unattached どくしんの 



 

 
 

spot, pimple にきび/ふきでもの 
to disadvantage  ふりな 
to experience けいけんする 
to get up somebody’s nose,  
to drive somebody up the wall いらいらさせる 
to look after ～のせわをする 
to pick on, to harass こまらせる 
to suffer くるしむ 
to switch off スイッチをけす 
underage 未成年の 
well-balanced じょうしきのある/バランスのとれた 
with one another, together いっしょに 

 
Lifestyle (healthy eating and exercise)- Foundation 
 
a roast ローストされた 
accident じこ 
age 年/年れい 
alcohol  アルコール 
alcoholic  アルコールの 
appetite 食よく 
apple りんご 
apricot アプリコット 
arm うで 
back (part of body) せ中 
bad わるい 
banana バナナ 
bean まめ 
beer  ビール 
biscuit ビスケット 
body 体 
bread パン 
breakfast 朝食/朝ごはん 
broken こわれた 
cake ケーキ 
calm, peace しずか（な） 
carrot にんじん 
cauliflower カリフラワー 
cheese チーズ 
cherry さくらんぼ 
chicken とり肉 
Chips/fries フライドポテト 
chocolate チョコレート 



 

 
 

chop (e.g. pork) （ぶた肉の）きりみ 
cigarette たばこ 
cocoa ココア 
coffee コーヒー 
cold さむい 
constipation べんぴ 
cream クリーム 
crisps ポテトチップス 
cucumber きゅうり 
cycling サイクリング/じてんしゃにのる 
Dead  しんでいる 
delicious おいしい 
diarrhoea げり 
Drug (medicine) くすり 
drunk  よった 
egg たまご 
evening meal, dinner, supper 夕食/晩ごはん 
fat ふとった 
fat, grease あぶら 
fatty, greasy あぶらっこい 
finger ゆび 
first aid おうきゅう手あて 
fish 魚 
flu インフルエンザ/りゅうかん 
food 食べ物 
fruit フルーツ 
fruit くだ物 
fruit juice フルーツジュース 
full いっぱい 
tart タルト 
grape ぶどう 
gymnastics 体そう 
habit しゅうかん 
ham ハム 
hand 手 
happy うれしい 
hard, harsh きびしい 
head あたま 
health けんこう 
healthy けんこうな 
heart しんぞう 
help 手つだう 



 

 
 

hot (spicy) からい 
hunger くうふく 
hungry おなかがすいた 
ice cream アイスクリーム 
ill 病気の 
image イメージ 
indoor swimming pool 屋ないプール 
injection, syringe ちゅうしゃ 
injury けが 
jam ジャム 
juice ジュース 
knee ひざ 
leg あし 
lemon レモン 
lemonade レモネード 
Lettuce レタス 
Lively 元気な 
Liver レバー/かんぞう 
low-fat ていしぼう 
Lunch 昼食/ひるごはん 
Lung はい 
margarine マーガリン 
Meal ごはん/食事 
Meat 肉 
medicine くすり 
Melon メロン 
Milk ぎゅうにゅう 
mineral water ミネラルウォーター 
mushroom きのこ 
my .... hurts ～がいたい 
throat のど 
neck くび 
nervous しんけい 
chemist やくざいし 
oil あぶら 
old 古い 
older  年上の 
omelette オムレツ 
onion たまねぎ 
orange みかん 
orange オレンジ 
organic ゆうきさいばいの 



 

 
 

pain いたみ/くつう 
pasta パスタ 
pea えんどうまめ 
peach もも 
pear なし 
pineapple パイナップル 
plum プラム 
pork ぶた肉 
potato じゃがいも 
raspberry ラズベリー 
raw 生 
recipe ちょうりほう 
remedy, medicine いやくひん 
rice ごはん/（お）こめ 
Roll (bread) ロールパン 
salt しお 
sandwich サンドイッチ 
sausage ソーセージ 
should, ought to ～すべきである 
shoulder かた 
sick, ill  病気の 
slim ほっそりした 
smoker きつえん家 
snack けい食 
soft やわらかい 
soup スープ 
sport スポーツ 
sporty スポーツ好きな 
stomach い 
stomach おなか 
strawberry いちご 
stressful ストレスの多い 
sugar さとう 
sweet あまい 
sweets あまいもの 
swimming 水えい 
tablet じょうざい 
tasty おいしい 
tea （お）茶 
temperature おんど 
therapy ちりょう 
thin やせた 



 

 
 

thirst （のどの）かわき 
thirsty のどがかわいた 
tired つかれた 
to bake やく 
to be afraid こわがる 
to be on a diet ダイエットしている 
to break こわす 
to breathe こきゅうする/いきをする 
to breathe in いきをすう 
to cough せきをする 
to die   しぬ 
to do する 
to do aerobics エアロビクスをする 
to do sport スポーツをする 
to drink 飲む 
to eat 食べる 
to exercise, work out, practise うん動する 
to fall おちる 
to feel かんじる 
to give up やめる 
to go for a walk さんぽする 
to grill, barbecue あぶりやく/バーべキューにする 
to harm, hurt, injure いためる 
to have -ache ～がいたい 
to have/eat breakfast 朝ごはんをたべる 
to hurt ～をきずつける 
to inject ちゅうしゃする 
to jog ジョギングする 
to keep fit うん動する 
to lose weight 体じゅうがへる 
to prepare よういする 
to put on weight 体じゅうがふえる 
to relax リラックスする/くつろぐ 
to run はしる 
to sleep ねる 
to smell におう 
to smoke (cigarette) （たばこを）すう 
to stop やめる 
to take とる 
to take (medicine) （くすりを）飲む 
to taste あじわう 
to try やってみる 



 

 
 

to warn ちゅういする 
toast トースト 
tobacco たばこ 
tomato トマト 
tooth は 
tuna まぐろ 
unfit ふてきとうな 
unhealthy けんこうでない 
vegetable やさい 
vegetarian さい食しゅぎ者 
vegetarian ベジタリアン 
vitamins ビタミン 
water 水 
wine ワイン 
yoghurt ヨーグルト 

 
Lifestyle (healthy eating and exercise) - Higher 
 
addicted  中どくになった 
addiction  中どく 
AIDS エイズ 
alcoholic (person)  アルコール中どくかんじゃ 
alcoholism  アルコール中どく 
ankle 足首 
anorexic きょ食しょうかんじゃ 
beef 牛肉 
blood ち 
brain のう 
breathing difficulties こきゅうこんなん 
cancer  がん 
cold かぜ 
consciousness  いしき 
cough せき 
dependent  たよっている 
dietary fibre 食物せんい 
dizzy 目まいがする 
drug addict  まやくちゅうどくかんじゃ 
drug dealer  まやくの売人 
Drug (narcotic) まやく 
duck かも 
flour 小むぎこ 
food  食物 



 

 
 

fried egg 目だまやき 
fruit tea フルーツティー 
full fat milk とくのうぎゅうにゅう 
garlic にんにく 
goose がちょう 
harmful ゆうがいな 
hay fever 花ふんしょう 
herbal tea ハーブティー 
HIV positive HIV かんせん 
homemade 手づくりの 
honey はちみつ 
indigestion しょうかふりょう 
lamb ラム肉 
lettuce レタス 
low fat ていしぼう 
movement, exercise うん動 
muesli ミューズリー 
nut 木のみ/ナッツ 
obesity ひまん 
organic food ゆうきさいばいの食物 
overdose くすりののみすぎ 
overweight ふとりすぎの 
Pasta パスタ 
Udon noodles うどん 
Soba noodles （お）そば 
pâté パテ 
rehab リハビリテーション 
salmon さけ 
scrambled egg スクランブルエッグ 
smell  ～のにおいがする 
smoked くんせいされた 
smoker’s cough かどのきつえんによるせき 
sparkling mineral water たんさん水 
spicey やくみのきいた 
sport スポーツ 
swollen はれあがった 
taste  あじ 
tasty おいしい 
tiring つかれさせる 
to be in shape 体ちょうがよい 
to be sick, vomit はく 
to get used to  なれる 



 

 
 

to keep fit うん動する 
to move 動く 
to put on weight 体じゅうがふえる 
to recover かいふくする 
to relax リラックスする/くつろぐ 
to resist temptation ゆうわくにまけない 
to roast やく 
To fry あげた 
to season あじつけする 
to snort (drugs) （まやく）をすう 
to sprain (e.g. ankle) ねんざする 
to succumb to tempation ゆわくにまける 
treatment ちりょう 
trout ます 
turkey 七めんちょう 
unconscious いしきのない 
use-by date しょうみきげん 
veal 子牛の肉 
well-cooked よくやいた 
Rice （お）こめ 
rice wine, alcoholic drink （お）さけ 

 



 

 
 

 
 
This page has been left blank for you to add any additional words you may find useful.



 

 
 

Listening and Reading 
 
Section 2.4 Future Plans, education and work 
 
(to check) the dictionary じしょ(をひく) 
(to) enter school 入学（する） 
(to) exchange こうかん（する） 
(to) graduate そつぎょう（する） 
(to) prepare for lessons よしゅう（する） 
(to) reply へんじ（する） 
(to) revise ふくしゅう（する） 
(to) talk, speech, story 話（をする） 
(to) work しごと（する） 
Actor はいゆう 
Actress じょゆう 
Advertisement こうこく 
Answer こたえ 
Art びじゅつ 
Banker ぎんこういん 
Biology 生物 
Bonus ボーナス 
business card めいし 
Businessman ビジネスマン 
Canteen 食どう 
Chemistry 化学 
Classroom 教室 
Club クラブ 
coffee (tea, lunch) break きゅうけい 
Company 会社 
company employee かいしゃいん 
company president 社長 
Computer コンピュータ 
cram school じゅく 
Dictionary じしょ 
Doctor いしゃ 
Document しょるい 
Dormitory りょう 
Dream ゆめ 
Education 教いく 
Email E メール 
English 英語 
essay, composition 作文 



 

 
 

Examination しけん 
Fax ファックス 
foreign language 外国語 
Future しょうらい 
Geography 地理 
Gym 体いく館 
head teacher 校長先生 
History れきし 
Homework しゅくだい 
Housewife しゅふ 
Internet インターネット 
junior high school 中学校 
junior high school student 中学生 
keyboard キーボード 
lawyer べんごし 
lesson じゅぎょう 
lunch break 昼休み 
major せんもん 
marks, points ～てん 
maths すう学 
meeting, conference かいぎ 
mouse (computer) マウス 
news ニュース 
notebook ノート 
nurse かんごし 
office じむしょ 
one’s senior せんぱい 
paper 紙 
part-time job アルバイト 
password パスワード 
PE 体いく 
period (school timetable) ～時間目 
physics 物理 
player (sports) せんしゅ 
post office ゆうびんきょく 
postbox ポスト 
primary school 小学校 
primary school student 小学生 
printer プリンター 
professional プロ 
pupil せいと 
question しつもん 



 

 
 

report レポート 
result, outcome けっか 
rule, regulation きそく 
salary きゅうりょう 
salary man サラリーマン 
school 学校 
school class クラス 
school subject かもく 
school term がっき 
school year counter ～年生 
science かがく 
screen スクリーン／がめん 
senior high school 高校 
senior high school student 高校生 
society 社会 
stress ストレス 
student 学生 
student studying abroad りゅうがくせい 
teacher 先生 
technique ぎじゅつ 
test テスト 
textbook 教か書 

timetable 時間わり 
to be employed つとめる 
to click クリックする 
to photocopy コピーする 
to print プリントする 
training くんれん 
uniform せいふく 
university 大学 
university student 大学生 
website ウェブサイト 
website ホームページ 
word, language ことば 
work experience しょくばけいけん 
work, job しごと 
writer 作家 

 
Basic language of the internet- Foundation 
 
CD ROM シーディーロム 
chat チャット 



 

 
 

computer コンピュータ 
connection せつぞく 
e-mail イーメール 
forward slash ふつうのスラッシュ 
Back slash ぎゃくスラッシュ 
homepage ホームページ 
internet インターネット 
internet home page インターネット・ホームページ 
key (of keyboard) キー 
keyboard キーボード 
mouse マウス 
opinion poll/survey よろんちょうさ 
password パスワード 
printer いんさつき/プリンター 
programmer プログラマー 
screen スクリーン 
software ソフト 
to burn やく 
to chat (online, on MSN etc) チャットする 
to download ダウンロードする 
to erase, delete けす 
to fax ファックスする 
to print いんさつする 
to save, to store ほぞんする 
to type タイプする 
to upload アップロードする 
virus ウイルス 
webpage ウエブページ 
website ウエブサイト 

 
Basic language of the internet- Higher 
 
at (in email address: @ ) アットマーク 
(data) file ファイル 
underscore アンダースコア 
worldwide ワールドワイド 

 
Simple job advertisements- Foundation 
 
(to fill in) a form よう紙（をかく） 
actor はいゆう 
advert こうこく 
air steward スチュワード 



 

 
 

application もうしこみ 
architect けんちく家 
bakery パン屋 
builder けんちく者 
butcher 肉屋 
civil servant こうむいん 
company 会社 
computer scientist コンピュータかがく者 
cook コック 
dentist はい者 
doctor い者 
electrician  でんきぎし 
engineer ぎし/エンジニア 
farmer のうじょう主 
fashion りゅう行/ファッション 
fax ファックス 
fireman しょうぼうし 
hours of work きんむ時間 
interview めんせつ 
job しごと 
job advert きゅう人こうこく 
journalist ジャーナリスト 
letter 手紙 
mechanic  きかい工 
nurse かんごふ 
per hour １時間につき 
plumber はいかん工 
police officer けいさつかん 
programmer プログラマー 
reply, answer こたえ 

situations vacant 
（しんぶんの）きゅう

人こうこく 
technician ぎじゅつ者 
to apply for a job しごとをもとめる 
to fax ファックスする 
training くんれん 
work しごと 
work experience しょくばけいけん 

 
Simple job advertisements- Higher 
 
promotion prospects しゅっせのかのうせい 



 

 
 

 
Simple job applications and CV- Foundation 
 
Advert こうこく 
Application もうしこみ 
Appointment よやく 
CV りれきしょ 
Enclosed どうふうした 
Work history しょくれき 
Experienced けいけん 
Form フォーム 
Impression いんしょう 
Interview めんせつ 
Job しごと 
job advert きゅう人こうこく 
Letter 手がみ 
next year 来年 
profession, job, occupation しょくぎょう 
Qualification しかく 
Qualified しかくのある 
school education 学れき 
school leaving certificate そつぎょうしょうしょ 
school report つうち表 
Signature しょ名 
Success せいこう 
Successful せいこうした 

to apply for a job しごとをもとめる 
to enclose, to attach 同ふうする 
to introduce oneself じこしょうかいをする 
to send おくる 
education 教いく 
University 大学 
Work しごと 
work experience しょくばけいけん 

 
Simple job applications and CV- Higher 
 
application form もうしこみよう紙 
Interview めんせつ 
job interview しゅうしょくのめんせつ 
letter of application きゅうしょくおうぼ書 

 
 



 

 
 

 
School and College- Foundation  
 
Achievement, performance せいせき/学力 
Answer こたえ 
Apprenticeship 見ならいのみぶん 
Art びじゅつ 
Assembly しゅう会 
Biology せいぶつ 
Blouse ブラウス 
Black board 黒ばん 
Break 休み時間 
Calculator けいさんき 
canteen 食どう 
careers adviser しんろしどう者 
caretaker かんり人 
cassette recorder カセットのろくおんき 
changing room こうい室 
chemistry かがく 
choir せいかたい 
class test, assessment テスト 
classroom 教室 
clever かしこい 
Club activities (at school) クラブ 
Elementary school 小学校 
Junior high school 中学校 
High school 高校/高とう学校 
Home economics かていか 
corridor ろうか 
corridor ろうか 
course かてい/こうざ 
desk つくえ 
dictionary じじょ 
double lesson ２時間れんぞくのじゅぎょう 
drama えんげき 
drama group, acting group えんげきぶ 
drawing スケッチ 
education 教いく 
English 英語 
examination  しけん 
exchange こうかんする 
exercise book れんしゅうちょう 



 

 
 

exercise, practice れんしゅう 
experiment じっけん 
fair 公平な 
felt tip マジック 
foreign languages 外国語 
fountain pen 万年ひつ 
French フランス語 
future plans しょうらいのけいかく 
geography 地理 
German ドイツ語 
glue のり 
gym 体いく館 
gymnastics 体そう 
hard, difficult, heavy むずかしい 
hardworking きんべんな 
headteacher, principal 校長先生 
history れきし 
holidays 休み 
homework しゅくだい 
ICT じょうほうつうしんぎじゅつ 
Italian イタリア語 
Kindergarten ようち園 
nursery school ほいく所 
kiosk  売店 
laboratory じっけん室 
language 語学 
language lab 語学れんしゅう室/ＬＬ教室 
latin ラテン語 
lazy たいだな/なまけている 
Lesson じゅぎょう 
lesson, hour 時間 
Library 図書館 
lunch break 昼休み 
mark, grade 点数 
Maths すう学 
meal  食事 
media studies じょうほうメディア 
moped モペット 
music 音楽 
no school 休校 
Note ノート 
Oral 口とうの 



 

 
 

orchestra オーケストラ 
page ページ 
PE 体いく 
pen ペン 
ballpoint pen ボールペン 
pencil えんぴつ 
pencil case ふでばこ 
physics 物理 
plan, project けいかく 
playground うん動場 
Junior school 小学校 
private school 私立の学校 
progress しんぽ 
projector えいしゃき 
Pupil せいと/学生 
qualification しかく 
question しつもん 
religion, Religious Studies しゅう教/しゅう教学 
Result けっか 
rubber けしごむ 
Rule きそく 
Ruler ものさし 
school 学校 
school bag つう学かばん 
school book 教か書 
school bus スクールバス 
school day じゅぎょう日 
school hall こうどう 
school leaving certificate そつぎょうしょう書 
school newspaper 学校新聞 
school office じむ室 
school report, certificate つうちひょう 
school trip えんそく 
sciences りか 
scissors はさみ 
semester がっき 
Cram school じゅく 
sharpener えんぴつけずり 
Shirt シャツ 
Shoe くつ 
Sock くつ下 
Spanish スペインご 



 

 
 

sports field うん動場 
sports hall, gym 体いく館 
staff room しょくいん室 
state 公立 
strong, good at (subject) とくいな 
student がくせい 
student council せいと会 
subject かもく 
success せいこう 
successful せいこうした 
summer holidays 夏休み 
sweater, jumper セーター 
sweatshirt スウェットシャツ 
task, exercise かだい 
teacher せんせい 
team チーム 
tie ネクタイ 
timetable 時間わり 
to answer こたえる 
to attend school 学校に行く 
to calculate けいさんする 
to carry on つづける 
to copy コピーする 
to correct ていせいする 
to draw かく 
to fail (an exam) おちる 
to fill in ～をき入する 
to last つづける 
to learn 学ぶ/勉強する 
to pass (exam) うかる/ごうかくする 
to pay attention, to watch out, to be 
careful ちゅういする 
to practise れんしゅうする 
to repeat くりかえす 
to repeat a year りゅう年する 
to sing うたう 
to study 勉強する 
to teach 教える 
education 教いく 
trousers ズボン 
unfair 不公平な 
uniform せいふく 



 

 
 

university 大学 
Technical college せんもん学校 
Preparatory school for university 
entrance examination よび校 
weak, bad at (subject) ふとくいな 
written 書かれた 

 
School and College- Higher 
 
Absent けっせきする 
ballpoint pen ボールペン 
boarding school きしゅく学校 
business studies けいえい学 
Economics けいざい学 
class register 出せきぼ 
core / compulsory subject しゅよう科目 
degree (university) 学位 
distance きょり 
essay ずいひつ/エッセー 
final exam さいしゅうしけん 
FLA, foreign language assistent 外国語こうし 
full-time day school 全日せいの学校 
gifted すぐれたさいのうのある 
headphones ヘッドホン 
ink cartridge カートリッジ 
law ほうりつ 
meeting, discussion 会ぎ 
necessary ひつような 
optional subject せんたく科目 
parents’ evening こんだんかい 
present プレゼント 
pronunciation はつおん 
result けっか 
sociology 社会学 
strict きびしい 
studies けんきゅう 
to agree something どういする 
to ask a question しつもんする 
to be cancelled (lessons) とりけされる/キャンセルされる 
to copy コピーする 
to explain せつめいする 
to have a detention いのこりになる 



 

 
 

to move up (to the next form/year) しん学する 
to pronounce はつおんする 
to skive さぼる 
to skive なまける 
to teach 教える 
to translate ほんやくする 
translation ほんやく 
university 大学 
Junior college たん大 
University/college place せき 

 
Work and work experience- Foundation 
 
actor はいゆう 
adult  大人 
aim もくひょう 
air steward スチュワード 
answerphone るすばん電話 
apprentice みならい 
apprenticeship みならいのみぶん 
Architect けんちく家 
artist 画家 
badly paid きゅうりょうが少ない 
bakery パン屋 
boss じょうし 
builder けんちく者 
business, company, firm 会社 
business/shop 店 
businessman/businesswoman サラリーマン 
busy いそがしい 
butcher 肉屋 
Candidate (for examination) じゅけん者 
Candidate (for job and position) りっこうほ者 
Canteen 食どう 
career しょくぎょう 
cashier レジかかり 
Chemist やくざいし 
civil servant こうむいん 
Colleague 同りょう 
communication, message れんらく 
Company 会社 
computer programmer コンピュータプログラマー 



 

 
 

computer scientist コンピュータかがく者 
condition, stipulation きてい/とりきめ 
conference 会ぎ 
contact つきあい 
cook コック 
dentist はい者 
doctor い者 
driver うんてん手 
electrician  でんきぎし 

employee ろうどうしゃ 
employer やとい主 
engineer ぎし/エンジニア 
enthusiasm ねっ中 
envelope ふうとう 
experience けいけん 
experience of work しょくばけいけん 
factory こう場 
farmer のうじょう主 
file ファイル 
fireman しょうぼうし 
florist 花屋 
full-time じょうきんの 
full-time job じょうきんのしごと 
gardener にわし 
Goodbye (on the phone) さようなら 
hairdresser びようし 
holiday job アルバイト 
hours of work, working hours きんむ時間 
househusband しゅふ （主夫） 
housewife しゅふ （主婦） 
impression いんしょう 
in the open air 野外 
in work, working しょくについている 
independent どく立した 
interview めんせつ 
job, post, position しょく 
joiner, carpenter 大工 
journalist ジャーナリスト 
leaving certificate そつぎょうしょう書 
letter 手紙 
letter box  ゆうびんうけ 
lorry driver トラックのうんてん手 



 

 
 

lunch break 昼休み 
manager けいえい者 
marketing マーケティング 
meal  食事 
mechanic  きかい工 
message 伝言 
mistake, error まちがい 
mobile phone けいたい電話 
nurse かんごふ 
office じむ所 
opportunity きかい 
owner もち主/所有者 
painter 画家 
paper 紙 
part time パートタイムの 
part time job パートタイムのしごと 
part time work アルバイト 
pay きゅうりょう 
per hour １時間につき 
person who does the washing up  
(in a restaurant/café) 食っきをあらう人 
planned けいかくにそって行われる 
plumber はいかん工 
police けいさつ 
police officer けいさつかん 
post/post office ゆうびんきょく 
postman ゆうびんしゅうはい人 
profession, job, occupation しょくぎょう 
programmer プログラマー 
representative だいり人 
salary きゅうりょう 
sales assistant はんばいいん 
second job, part-time job アルバイト 
secretary ひしょ 
shiftwork きんむシフト 
soldier ぐん人 
srike こうげき 
stamp きって 
Success せいこう 
Successful せいこうした 
taken, busy (telephone) 話し中で 
Technician ぎじゅつ者 



 

 
 

Telephone 電話 
Telephone call 電話がなる 
telephone directory, telephone book 電話ちょう 
terms of employment こようじょうけん 
to appoint, to take on し名する 
to babysit 子もりをする 
to build たてる 
to call back おりかえし電話をする 
to deliver newspapers 新聞をはいたつする 
to do casual work アルバイトをする 
to earn かせぐ 
to fire (dismiss) ～をくびにする 
to guarantee ほしょうする 
to introduce oneself 自こしょうかいする 
to own しょゆうする 
to phone 電話をする 
to stand たつ 
to work はたらく 
Guidebook ガイドブック 
trade fair 見本市 
education 教いく 
travel agency  旅行会社 
unemployed しつぎょうした 
unemployment しつぎょう 
vet じゅうい 
wage(s), pay きゅうりょう 
waiter ウエーター 
well paid きゅうりょうが多い 
work しごと 
work experience しょくばけいけん 
work experience  しょくばけいけん 
worker, employee ろうどうしゃ 
workshop さぎょう場 
worry しんぱいする 

 
Work and work experience- Higher 
 
accountant かいけいし 
applicant しがん者 
author, writer 作家 
careers adviser しんろしどう者 
casual work アルバイト 



 

 
 

company holidays (i.e. when a 
company shuts completely down for 
holidays) きゅうぎょう日 
conveyer belt コンベアベルト 
documents in support of an 
application すいせんじょう 
employee, worker ろうどう者 
equality びょうどう 
farmer のうじょう主 
firm, company 会社 
flexitime フレックスタイムせい 
interpreter つうやく（者） 
interview めんせつ 
job centre しょくぎょうあんないセンター 
law ほうりつ 
lawyer べんごし 
meeting, discussion 会ぎ 
notice of termination of work 
contract じひょうとどけ 
professional training しょくぎょうくんれん 
promotion prospects しゅっせのかのうせい 
retailer 小うりぎょうしゃ 
shiftwork きんむシフト 
task しごと 
to agree something どういする 
to decide きめる 
to give a message 伝言をたのむ 
to put someone through (on 
telephone), to connect （電話を）つなぐ 
to resign, hand in notice, to dismiss じひょうとどけを出す 
trainee くんれんをうける人 
voluntary, voluntarily にんいの 
volunteer ボランティア 
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Section 3 Speaking and Writing 
 
Section 3.1 Media, travel and culture 
 
Music/film/reading- Foundation 
 
(computer) programme プログラム 
(television) programme 番ぐみ 
actor / actress はいゆう 
adventure film ぼうけん映画 
advert (on TV) こうこく 
appearance (theatre) 出えん 
band, group バンド/グループ 
book 本 
cartoon まんが 
cassette カセット（テープ） 
CD (compact disc) シーディー（コンパクトディスク） 
Cinema 映画館 
Clarinet クラリネット 
classical, classic クラッシク（の） 
collection コレクション 
Comic きげきの/まんがの 
Concert コンサート 
disco ディスコ 
documentary ドキュメンタリー/きろくさくひん 
drums, percussion ドラム/だがっき 
fashionable, trendy りゅう行の 
feature film しゅよう映画 
film 映画 
flute フルート 
folk music フォーク（ミュージック）/みんぞく音楽 
group グループ 
guitar ギター 
headphones ヘッドホン 
horror film スリラー映画 
horror story スリラー物語 
ipod アイポッド 
library 図書館 
magazine ざっし 
media マスメディア 
melody, tune メロディー 
modern きんだいの 



 

 
 

mp3 (file)  mp3（ファイル） 
mp3 player mp3 プレーヤー 
murder mystery, detective story すいりしょうせつ 
music 音楽 
musician 音楽家 
news ニュース 
news ほうどう 
newspaper 新聞 
newspaper stall 売店 
novel しょうせつ 
orchestra オーケストラ 
page ページ 
performance えんそう 
piano ピアノ 
play (theatre)  げき 
pop music ポピュラー音楽 
pop star アイドル 
radio ラジオ 
rap  ラップ（音楽） 
reading 読書 
rock music ロック音楽 
romantic ロマンチックな 
romantic film れんあい映画 
romantic novel れんあいしょうせつ 
satellite TV えいせいテレビ 
series れんぞく 
singer かしゅ 
soap opera れんぞくドラマ 
sold out 売切れ 
song うた 
stage ぶたい 
stereo system ステレオそうち 
television テレビ 
ticket きっぷ 
to download music 音楽をダウンロードする 
to listen to 聞く 
to read 読む 
to watch TV テレビを見る 
tour ツアー 
trumpet トランペット 
viewer しちょう者/見物人 
violent ぼうりょくてきな 



 

 
 

violin バイオリン 
 
Music/film/reading- Higher 
 
book token 図書けん 
book worm 読書家 
character (in a play/book) とうじょう人物 
composer 作きょく家 
creepy みのけがよだつ 
daily newspaper にっかん新聞 
development はったつ 
dubbed (film) ダビングした（映画） 
hero / heroine 主人公 
horror film スリラー映画 
magazine ざっし 
play げき 
reader 読者 
subscription こうばい 
subtitles 字まく 
(television) channel/station チャンネル 
to watch 見る 

 
Fashion/celebrities/religion- Foundation 
 
actor はいゆう 
band, group バンド/グループ 
belt ベルト 
birth たんじょう 
blouse ブラウス 
boot ブーツ 
bracelet ブレスレット 
camera カメラ 
cap ぼうし 
carnival カーニバル 
cathedral 大せいどう 
cathedral 大寺院 
celebration いわい 
celebrity 有名人 
chapel れいはいどう 
chic, smart 上品な 
christening せんれい 
Christmas クリスマス 
Christmas Day クリスマスさいじつ 
Christmas Eve クリスマスイブ 



 

 
 

church 教会 
clothes, clothing (Western) ようふく 
Clothes, clothing (Japanese) 和ふく 
coat コート 
cotton めん 
day off 休日 
designer fashion 有名デザイナーのよってつくられたりゅう行 
dress ドレス 
earring イヤリング 
Easter イースター 
famous 有名な 
fashion りゅう行/ファッション 
glove 手ぶくろ 
God 神 
handbag ハンドバック 
hat ぼうし 
jacket うわぎ 
jewellery ほうせきるい 
lipstick 口べに 
magazine ざっし 
make up けしょう 
make, brand ブランド/メーカー 
money （お）金 
necklace ネックレス 
New Year’s Eve おおみそか 
newspaper 新聞 
perfume こう水 
player  プレーヤー 
priest ぼくし 
public holiday しゅく日 
raincoat レインコート 
religion しゅう教 
sandal サンダル 
scarf スカーフ 
shirt ワイシャツ 
shoe くつ 
singer かしゅ 
skirt スカート 
sock くつ下 
sportsman スポーツマン 
stadium スタジアム 
stage ステージ 



 

 
 

striped しまもようの 
suit スーツ 
sweater, jumper セーター 
swimming costume/trunks 水ぎ 
theatre げきじょう 
tie ネクタイ 
tights タイツ 
to celebrate いわう 
to get married けっこんする 
to put on make-up けしょうをする 
to try on ためす 
tracksuit トラックスーツ 
trainers うん動ぐつ 
trousers ズボン 
wedding けっこんしき 
world famous せかいに知られている 

 
Fashion/celebrities/religion- Higher 
 
bride 花よめ 
bridegroom 花むこ 
dyed そめた 
gifted すぐれたさいのうのある 
marriage ceremony, wedding けっこんしき 
pretentious うぬぼれた 
tie ネクタイ 

 
Blogs/internet- Foundation 
 
blog ブログ 
chatrooms チャットルーム 
Computer コンピュータ 
connection せつぞく 
e-mail イーメール 
forward slash ふつうのスラッシュ 
internet インターネット 
internet home page インターネット・ホームページ 
key (of keyboard) キー 
keyboard キーボード 
mobile (phone) けいたい（電話） 
mouse マウス 
online オンライン 



 

 
 

opinion poll/survey よろんちょうさ 
password パスワード 
printer プリンター 
programmer プログラマー 
screen スクリーン 
text message メール 
to chat (online, on MSN etc) チャットする 
to download ダウンロードする 
to erase, delete けす 
to print いんさつする 
to save, to store ほぞんする 
to text,  メールする 
to upload アップロードする 
virus ウイルス 
webpage ウエブページ 
website ウエブサイト 

 
Blogs/internet- Higher 
 
underscore アンダースコア 

 
Holidays- Foundation  
 
a stroll in the town 町をさんさくする 
abroad 外国に 
accommodation しゅくはくしせつ 
again また 
arrival とうちゃく 
backpack リュックサック 
bad わるい 
bath towel バスタオル 
beach すなはま 
bike じてん車 
bike hire かしじてん車 
bill せいきゅう書 
boat ボート 
border へり 
bright あかるい 
brochure, prospectus あんないしょ 
brochure/leaflet パンフレット 
bus バス 
car 車 
car hire レンタカー 



 

 
 

castle （お）しろ 
flea Market のみの市 
cloud くも 
cloudy くもり 
coach バス 
coast かいがん 
cold さむい 
country 国 
countryside, scenery いなか 
crossing こうさてん 
degree (temperature) ど 
delay おくれ 
departure しゅぱつ 
destination もくてきち 
direct 直行の 
en route とちゅう 
fare うんちん 
fog きり 
foggy きりの多い 
foreign 外国の 
foreigner 外国人 
frosty しものおりた 
guided tour (of a town) てんじょういんつきのツアー 
heat あつさ 
holdall 大がた手さげかばん 
holiday 休日 
holidays 休み 
hot あつい 
identity card 身分しょうめい書 
in autumn 秋に 
in spring 春に 
in summer 夏に 
in winter 冬に 
inn やどや 
journey 道のり 
journey, trip 旅行 
local 地元の 
luggage 手にもつ 
Mediterranean  地中海の 
mountain 山 
overnight stay いっぱくのたいざい 
parasol 日がさ 



 

 
 

passport パスポート 
photo 写真 
picnic ピクニック 
plane ひこうき 
platform プラットホーム 
popular 人気がある 
rain 雨 
rainy 雨の 
reception レセプション 
reduction わりびき 
reservation よやく 
road map 道ろ地図 
round trip, excursion 小旅行 
sand すな 
sea 海 
Sea sick ふねによった 
resort リゾート 
sight, place of interest かんこうち 
snow 雪 
steamer きせん 
storm あらし 
suitcase スーツケース 
summer holidays 夏休み 
sun たいよう 
sun cream 日やけ止め 
sunburn 日やけ 
sunglasses サングラス 
sunny  はれた 
supplement ほ足 
theme park, amusement park ゆうえん地 
thunder storm はげしいらい雨 
to arrive とうちゃくする 
to be late おくれる 
to book よやくする 
to check しらべる 
to collect, to fetch とってくる 
to depart しゅっぱつする 
to fly とぶ 
to go back, to return かえる 
to have a picnic ピクニックをする 
to land ちゃくりくする 
to look for さがす 



 

 
 

to miss (e.g. bus) （バスに）のりおくれる 
to pay しはらう 
to photograph, take photos 写真をとる 
to rain 雨がふる 
to remind (to remember) 思い出させる 
to reserve よやくする 
to shine 日がてる 
to ski スキーをする 
to snow 雪がふる 
to spend time 時間をすごす 
to stay たいざいする 
to stay/spend the night いっぱくする 
to sunbathe 日光よくする 
to surf サーフィンをする 
to take along さげる 
to travel 旅行する 
to travel back, to return もどる 
to drive うんてんする 
to visit (sights) おとずれる 
to windsurf ウインドサーフィンをする 
tourism かんこうじぎょう 
tourist information かんこうあんない 
tourist information office かんこうあんないじょ 
traffic こうつう 
traffic jam じゅうたい 
train 電車 
travel agent’s 旅行会社 
traveller, passenger 旅行者 
traveller’s cheque トラベラーズチェック 
weather 天気 
weather report 天気よほう 
well worth seeing 見るかちのある 
wind 風 
windy 風の強い 
winter holidays 冬休み 

 
Holidays- Higher 
 
a fast train (stops at some smaller 
stations, but not all) きゅうこうでんしゃ 
air conditioning エアコン 
Area ばしょ 



 

 
 

ATM, cashpoint 自動しはらいき 
average temperature へいきんきおん 
cable car ケーブルカー 
control room (e.g. taxi) ちょうせい室 
chair lift （チェア）リフト 
Connection せつぞく 
Customs ぜいかん 
emergency exit ひじょう口 
Experience けいけん 
Firework 花火 
heat, hot weather こうおん 
left-luggage room 手にもつあずかり所 
local stopping train ふつうでんしゃ 
low (temperature) （きおんが）ひくい 
Memory きおく 
Mountains 山 
package holiday ツアー旅行 
park, green space 公園 
post office ゆうびんきょく 
Procession ぎょうれつ/こうしん 
Rainfall こうう 
Registration とうろく 
return ticket おうふくきっぷ 
sea sick ふねによった 
souvenir （お）みやげ 
stay たいざい 
to hurry いそぐ 
to take place 場所につく 
tourist information office かんこうあんない所 

 
Accommodation- Foundation 
 
accommodation しゅくはくしせつ 
arrival とうちゃく 
balcony バルコニー 
basement 地下室 
bath （お）ふろ 
bath towel バスタオル 
bath tub よくそう 
bathroom よく室 
Bed ベット 
inn 旅館 



 

 
 

Bedroom しんしつ 
bunk bed ２段ベット 
camp site キャンプ場 
caravan いどうじゅうたく 
curtain カーテン 
double room  ダブルルーム 
exit 出口 
farm のう場 
farm house のうか 
floor (1st, 2nd) （１，２）かい 
form フォーム 
free, available, vacant あいている 
full board ３食つきしゅくはく 
recreation room ごらく室 
ground floor 一かい 
half board ２食つきしゅくはく 
hotel ホテル 
in advance 前もって 
in the country いなかで 
included ～をふくまれた 
inclusive of, included ふくめて/こめて 
key かぎ 
lift エレベーター 
luggage 手にもつ 
on the 1st floor etc １かいに 
overnight stay いっぱくのたいざい 
pillow まくら 
reception レセプション 
reception うけつけ 
receptionist うけつけがかり 
rent やちん 
reservation よやく 
room  部屋 
shared room 共有部屋 
sheet シーツ 
shower シャワー 
single room シングルルーム 
sleeping bag ねぶくろ 
soap せっけん 
staircase かいだん 
suitcase スーツケース 
television テレビ 



 

 
 

television set テレビセット 
tent テント 
to arrive とうちゃくする 
to book, reserve よやくする 
to camp (in a tent) キャンプする 
to function, to work 働く 
to reserve よやくする 
to stay/spend the night いっぱくする 
to unpack ～のなかみを出す 
toilet トイレ 
toilet paper トイレットペーパー 
twin room ツインルーム 
view けしき 
village 村 
wash basin せんめいだい 
WC トイレ 
with a view of, overlooking ～が見える 
youth hostel ユースホステル 

 
Accommodation- Higher 
 
air conditioning エアコン 
cheap, value for money やすい 
emergency exit ひじょう口 
inn 旅館 
hospitality もてなし 
left-luggage room 手にもつあずかり所 
registration とうろく 
Rented accommodation ちんたいじゅうたく 
rules of the house 家のきそく 
Stay たいざい 
to confirm たしかめる 
to put someone up, to accommodate とめる 
to switch off スイッチをけす 
to switch on スイッチを入れる 

 
Eating, food, drink- Foundation 
 
a roast ローストされた 
Alcohol アルコール 
apple りんご 
apricot アプリコット 



 

 
 

banana バナナ 
bean まめ 
beer ビール 
biscuit ビスケット 
bread パン 
breakfast 朝食/朝ごはん 
cabbage キャベツ 
cake ケーキ 
carrot にんじん 
cauliflower カリフラワー 
cheese チーズ 
cherry さくらんぼ 
chicken とり肉 
Chips/fries フライドポテト 
chocolate チョコレート 
chop (e.g. pork) ぶた肉 
cocoa ココア 
coffee コーヒー 
cooked, boiled ちょうりされた 
cream クリーム 
crisps ポテトチップス 
cucumber きゅうり 
delicious おいしい 
dessert デザート 
drink  飲み物 
egg たまご 
evening meal, dinner, supper 夕食/晩ごはん 
fish 魚 
frankfurter (sausage) フランクフルト（ソーセージ） 
fruit くだ物 
fruit juice フルーツジュース 
tart タルト 
grape ぶどう 
ham ハム 
hamburger ハンバーガー 
hunger くうふく 
hungry おなかがすいた 
ice cream アイスクリーム 
jam ジャム 
juice ジュース 
lemon レモン 
lemonade レモネード 



 

 
 

lettuce レタス 
salad サラダ 
low-fat ていしぼう 
lunch 昼食/昼ごはん 
main course メインのりょうり 
margarine マーガリン 
meal 食事 
meat ごはん 
meatball ミートボール 
melon メロン 
milk ぎゅうにゅう 
mineral water ミネラルウォーター 
mixed とりまぜた 
mushroom きのこ 
mushroom マッシュルーム 
mustard マスタード 
oil  あぶら 
omelette オムレツ 
onion たまねぎ 
orange オレンジ 
pasta パスタ 
pea えんどうまめ 
peach ピーチ 
pear なし 
pepper こしょう 
pineapple パイナップル 
plum プラム 
pork ぶた肉 
potato じゃがいも 
raspberry ラズベリー 
rice （お）米 
roast ～をやく/やいた 
Roll (bread) ロールパン 
salt しお 
sandwich サンドイッチ 
sausage ソーセージ 
snack けい食 
soup スープ 
starter さいしょのりょうり 
strawberry いちご 
sugar さとう 
sweet あまい 



 

 
 

tasty おいしい 
tea （お）茶 
thirst （のどの）かわき 
thirsty のどがかわいた 
to drink 飲む 
to eat 食べる 
to have/eat breakfast 朝ごはんを食べる 
toast トースト 
tomato トマト 
tuna まぐろ 
vegetables やさい 
vegetarian さい食しゅぎ者 
vegetarian ベジタリアン 
Water 水 
Wine ワイン 
yoghurt ヨーグルト 

 
Eating, food, drink- Higher 
 
Beef 牛肉 
best-before date しょうみきげん 
Duck かも 
fried egg 目だまやき 
fruit tea フルーツティー 
full fat milk とくのうぎゅうにゅう 
Garlic にんにく 
Goose がちょう 
herbal tea ハーブティー 
homemade 手づくりの 
Honey はちみつ 
Lamb ラム肉 
lettuce レタス 
Pasta パスタ 
Udon noodles うどん 
Soba noodles そば 
Pâté パテ 
salmon さけ 
scrambled egg スクランブルエッグ 
sea food ぎょかいるい 
smoked くんせいされた 
spicey やくみのきいた 
Tasty おいしい 



 

 
 

Trout ます 
turkey 七めんちょう 
use-by date しょうみきげん 
veal 子牛の肉 
well-cooked よくやいた 
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Speaking and Writing 
 
Section 3.2 Sports, Leisure and work 
 
Hobbies/interests- Foundation  
 
adventure film ぼうけん映画 
art gallery びじゅつ館 
athletics うん動きょうぎ 
badminton バトミントン 
book 本 
bowling alley (10-pin) ボーリング 
camera カメラ 
cartoon まんが 
cassette カセット（テープ） 
CD (compact disc) シーディー（コンパクトディスク） 
chess チェス 
cinema 映画館 
club クラブ 
Night club ナイトクラブ 
Club activities (school) クラブ 
collection コレクション 
comic きげきの/まんがの 
computer game コンピュータゲーム 
computing, ICT じょうほうつうしんぎじゅつ 
concert コンサート 
cycling サイクリング/じてんしゃにのる 
dancing おどり 
Disco ディスコ 
documentary ドキュメンタリー/きろくさくひん 
entertainment, things to do ごらく 
fashion りゅう行/ファッション 
favourite 大好き（な） 
festival, celebration いわい 
Film 映画 
football サッカー 
Fun 楽しみ 
Game ゲーム 
games console ゲームき 
group グループ 
hockey ホッケー 
horror film スリラー映画 



 

 
 

Horse riding じょうば 
ice rink スケートリンク 
ice skating スケート 
indoor swimming pool 屋ないプール 
interest きょうみ 
Ipod アイポッド/ipod 
leisure よか 
leisure centre レジャーセンター 
library 図書館 
magazine ざっし 
melody, tune メロディー 
member かいいん 
mobile phone けいたい電話 
mp3 (file)  mp3 ファイル） 
murder mystery, detective story すいりしょうせつ 
museum はくぶつ館 
music 音楽 
newspaper 新聞 
open air swimming pool 野外プール 
orchestra オーケストラ 
outing えんそく 
park 公園 
performance えんそう 
play (theatre)  げき 
pop music ポピュラー音楽 
pub パブ 
rap  ラップ（音楽） 
reading 読書 
rock music ロック音楽 
romantic film れんあい映画 
sailing boat ヨット 
series れんぞく 
sight, place of interest かんこう地 
Singer かしゅ 
Skiing スキー 
soap opera れんぞくドラマ 
sports centre スポーツセンター 
Swimming 水えい 
swimming pool プール 
table tennis たっきゅう 
Team チーム 
(television) programme （テレビ）番ぐみ 



 

 
 

Tennis テニス 
text message メール 
Theatre げき場 
theme park, amusement park ゆうえん地 
to babysit 子もりをする 
to bowl なげる/ころがす 
to chill ひやす 
to collect あつめる 
to cook りょうりする 
to dance おどる 
to do aerobics エアロビクスをする 
to do sport スポーツをする 
to exercise, to do gymnastics 体そうする 
to fish つりをする 
to go 行く 
to go out 出る 
to go shopping 買い物に行く 
to hike, ramble ハイキングする 
to jog ジョギングする 
to laze about なまける 
to listen to, to hear 聞く 
to play あそぶ 
to read 読む 
to ride (horse) じょうばをする 
to roller-skate ローラースケートをする 
to row ボートをこぐ 
to run はしる 
to sail とこうする 
to see 見る 
to shoot うつ 
to swim およぐ 
to text,  メールする 
to walk, to take a walk, to stroll さんぽする 
to watch TV テレビをみる 
water skiing 水上スキー 
youth club 青少年センター 
Zoo 動物園 

 
Hobbies/interests- Higher 
 
(rock) climbing いわのぼり/ロッククライミング 
archery アーチェリー 



 

 
 

bored たいくつした 
creepy みのけがよだつ 
enjoyment, pleasure 楽しみ 
exciting こうふんする 
free of charge, for nothing ただ 
horror film スリラーえいが 
mountaineering, climbing とざん 
parachuting パラシュートでこう下する 
play えんげき 
play (theatre) げき 
race, racing けいば 
sport スポーツ 
subtitles 字まく 
surprise びっくりさせる 
to chat, natter おしゃべりする 
to dive とびこむ/もぐる 
to get to grips with りかいする 
to go window shopping ウインドーショッピングする 
to prefer ～を好む 
to rest, relax やすむ/リラックスする 
to watch something ～を見る 

 
Sporting events- Foundation  
 
atmosphere 空気 
atmosphere ふんいき 
ball ボール 
cycling サイクリング/じてん車にのる 
final さいごの 
football サッカー 
game ゲーム 
goal (football) （サッカー）ゴール 
hockey ホッケー 
league, division リーグ 
participant さんか者 
rugby  ラグビー 
spectator 見物人 
stadium スタジアム 
team チーム 
to score a goal ゴールする 
to take part  さんかする 
tournament トーナメント 



 

 
 

 
Sporting Events- Higher 
 
hooligan, lout ちんぴら 
referee レフェリー 

 
Lifestyle choices- Foundation  
 
a roast ローストされた 
accident じこ 
activity  かつどう 
alcohol  アルコール 
alcoholic  アルコールの 
allergic to アレルギーの 
appetite 食よく 
apple りんご 
apricot アプリコット 
banana バナナ 
bean まめ 
beer  ビール 
biscuit ビスケット 
body 体 
bread パン 
breakfast 朝食/朝ごはん 
cake ケーキ 
calm, peace しずか（な） 
carrot にんじん 
cauliflower カリフラワー 
cheese チーズ 
cherry さくらんぼ 
chicken とり肉 
Chips/fries フライドポテト 
chocolate チョコレート 
cigarette たばこ 
cocoa ココア 
coffee コーヒー 
constipation べんぴ 
cream クリーム 
crisps ポテトチップス 
cucumber きゅうり 
cycling サイクリング/じてん車にのる 
dancing おどり 
diet ダイエット 



 

 
 

drink のみもの 
Drug (medicine) くすり 
drunk  よった 
egg たまご 
environment かんきょう 
environmentally friendly  かんきょうにやさしい 
environmentally unfriendly かんきょうにやさしくない 
evening meal, dinner, supper 晩ごはん/夕食 

fast food ファーストフード 
fat, grease あぶら 
fatty, greasy あぶらっこい 
fish 魚 
fit ぴったりの 
food 食べ物 
football サッカー 
fruit フルーツ 
fruit くだ物 
fruit juice フルーツジュース 
full いっぱい 
fun 楽しみ 
tart タルト 
grape ぶどう 
gymnastics 体そう 
habit しゅうかん 
ham ハム 
health けんこう 
Health centre ほけん所 
healthy けんこうな 
heart しんぞう 
hockey ホッケー 
horse riding じょうば 
hot (spicy) からい 
hunger くうふく 
hungry おなかがすいた 
ice cream アイスクリーム 
ill 病気の 
indoor swimming pool 屋ないプール 
jam ジャム 
juice ジュース 
lemonade レモネード 
Lettuce レタス 
salad サラダ 



 

 
 

low-fat ていしぼう 
lunch 昼ごはん/昼食 
margarine マーガリン 
meal ごはん/食事 
meat 肉 
medicine くすり 
melon メロン 
milk ぎゅうにゅう 
mineral water ミネラルウォーター 
mushroom きのこ 
non - alcoholic ノンアルコール 
non-smoker きんえん者 
oil あぶら 
omelette オムレツ 
open air swimming pool 野外プール 
orange オレンジ 
organic ゆうきさいばいの 
pasta パスタ 
pea えんどうまめ 
peach ピーチ 
pear なし 
pineapple パイナップル 
plum プラム 
pork ぶた肉 
potato じゃがいも 
raspberry ラズベリー 
raw 生 
recipe ちょうりほう 
relaxing リラックスしている 
rice （お）米 
Roll (bread) ロールパン 
rugby  ラグビー 
salt しお 
sandwich サンドイッチ 
sausage ソーセージ 
skiing スキー 
slim ほっそりした 
smoker きつえん家 
snack けい食 
soup スープ 
sport スポーツ 
sporty スポーツ好きな 



 

 
 

strawberry いちご 
stressed ストレスがたまったいる 
stressful ストレスの多い 
sugar さとう 
sweet あまい 
sweets あまいもの 
swimming 水えい 
tasty おいしい 
tea （お）茶 
Tea (black) こう茶 

Tennis テニス 
to be on a diet ダイエットしている 
to breathe in いきをすう 
to dance おどる 
to do aerobics エアロビクスをする 
to do sport スポーツをする 
to eat 食べる 
to exercise, to do gymnastics 体そうする 
to exercise, work out, practise うん動する 
to give up やめる 
to go for a walk さんぽする 
to grill, barbecue あぶりやく/バーべキューにする 
to have/eat breakfast 朝ごはんを食べる 
to hike, ramble ハイキングする 
to jog ジョギングする 
to play あそぶ 
to protect ほごする 
to recycle リサイクルする 
to relax リラックスする/くつろぐ 
to ride (horse) じょうばする 
to roast やく 
to fry あげる 
to roller-skate ローラースケートをする 
to run はしる 
to sail とこうする 
to save (rescue) ～をすくう 
to smoke (Cigarette) （たばこを）すう 
to stop とまる 
to swim およぐ 
to take (medicine) （くすりを）飲む 
to try やってみる 
Toast トースト 



 

 
 

Tobacco たばこ 
Tomato トマト 
Tuna まぐろ 
Unfit ふてきとうな 
Unhealthy けんこうでない 
Vegetable やさい 
Vegetarian さい食しゅぎ者 
Vegetarian ベジタリアン 
Vitamins ビタミン 
water skiing 水上スキー 
Wine ワイン 
Yoghurt ヨーグルト 

 
Lifestyle choices- Higher 
 
addicted  中どくになった 
addiction  中どく 
anorexic きょ食しょうかんじゃ 
beef 牛肉 
best-before date しょうみきげん 
breathing difficulties こきゅうこんなん 
cold かぜ 
cough せき 
dependent  たよっている 
dietary fibre 食物せんい 
Drug (noarcotic) まやく 
duck かも 
flour こむぎこ 
fried egg 目だまやき 
fruit tea フルーツティー 
full fat milk とくのうぎゅうにゅう 
garlic にんにく 
goose がちょう 
harmful ゆうがいな 
herbal tea ハーブティー 
homemade 手づくりの 
honey はちみつ 
indigestion しょうかふりょう 
lamb ラム肉 
lettuce レタス 
low fat ていしぼう 
movement, exercise うん動 



 

 
 

muesli ミューズリー 
nut ナッツ 
obesity ひまん 
organic food ゆうきさいばいの食物 
overdose くすりの飲みすぎ 
overweight ふとりすぎの 
Pasta パスタ 
Noodles (udon) うどん 
Noodles (soba) そば 
pâté パテ 
poverty  ひんこん 
recycling リサイクル 
rehab リハビリテーション 
salmon さけ 
scrambled egg スクランブルエッグ 
smell  におい 
smoked くんせいされた 
smoker’s cough かどのきつえんによるせき 
sparkling mineral water たんさん水 
spicey やくみのきいた 
sport スポーツ 
taste  あじ 
tiring つかれさせる 
to be in shape 体ちょうがよい 
to be sick, vomit はく 
to compost rubbish ごみからひりょうをつくる 
to contribute to  こうけんする 
to keep fit うん動する 
to move 動く 
to put on weight 体じゅうがふえる 
to recycle リサイクルする 
to relax リラックスする/くつろぐ 
to resist temptation ゆうわくにまけない 
to season あじつけする 
to separate/sort the rubbish ごみをぶんべつする 
to succumb to tempation ゆわくにまける 
trout ます 
turkey 七めんちょう 
unconscious いしきのない 
veal 子牛の肉 
well-cooked よくやいた 

 



 

 
 

Work experience/ part time jobs- Foundation  
 
actor はいゆう 
adult  大人 
aim もくひょう 
air steward スチュワード 
answerphone るすばん電話 
apprentice みならい 
apprenticeship みならいのみぶん 
architect けんちく家 
artist 画家 
badly paid きゅうりょうが少ない 
bakery パン屋 
boss じょうし 
builder けんちく者 
business, company, firm 会社 
business/shop 店 
Businessman サラリーマン 
busy いそがしい 
butcher 肉屋 
Candidate (for examination) じゅけん者 
Candidate (for job and position) りっこうほ者 
canteen 食どう 
career しょくぎょう 
Cashier レジかかり 
Chemist やくざいし 
civil servant こうむ員 
colleague 同りょう 
company 会社 
computer programmer コンピュータプログラマー 
computer scientist コンピュータかがく者 
construction worker, building 
labourer けんちくろうどうしゃ 
contact つきあい 
cook コック 
dentist はい者 
doctor い者 
driver うんてん手 
electrician  でんきぎし 
employee ろうどうしゃ 
employer やとい主 
engineer ぎし/エンジニア 



 

 
 

enthusiasm ねっ中 
envelope ふうとう 
experience けいけん 
experience of work しょくばけいけん 
factory こう場 
farmer のう場主 
fireman しょうぼうし 
full-time じょうきんの 
full-time job じょうきんのしごと 
future plans しょうらいのけいかく 
gardener にわし 
hairdresser びようし 
holiday job アルバイト 
hours of work, working hours きんむ時間 
in the open air 野外 
in work, working しょくについている 
independent どく立した 
interview めんせつ 
Job しごと 
job, post, position しょく 
journalist ジャーナリスト 
letter 手紙 
letter box  ゆうびんうけ 
lorry driver トラックのうんてん手 
lunch break 昼休み 
manager けいえい者 
marketing マーケティング 
mechanic  きかい工 
notice of termination of work 
contract じひょうとどけ 
nurse かんごふ 
office じむ所 
opportunity きかい 
owner もち主/所有者 
painter 画家 
paper 紙 
part time パートタイムの 
part time job パートタイムのしごと 
Part time work アルバイト 
pay きゅうりょう 
per hour １時間につき 
person who does the washing up (in a 食っきをあらう人 



 

 
 

restaurant/café) 

planned けいかくにそって行われる 
plumber はいかん工 
police けいさつ 
police officer けいさつかん 
post/post office ゆうびんきょく 
postcard えはがき 
postman ゆうびんしゅうはい人 
profession, job, occupation しょくぎょう 
programmer プログラマー 
representative だいり人 
salary きゅうりょう 
sales assistant はんばいいん 
second job, side job アルバイト 
secretary ひしょ 
shiftwork きんむシフト 
stamp きって 
success せいこう 
successful せいこうした 
technician ぎじゅつ者 
telephone 電話 
telephone call 電話がなる 
telephone directory, telephone book 電話ちょう 
terms of employment こようじょうけん 
to appoint, to take on し名する 
to babysit 子もりをする 
to build たてる 
to do casual work アルバイトをする 
to earn かせぐ 
to fire ～をくびにする 
to give a message 伝言をたのむ 
to phone 電話をする 
to resign, hand in notice, to dismiss じひょうとどけを出す 
to send おくる 
to stand たつ 
to work はたらく 
to work from home ざいたくきんむ 
Guidebook ガイドブック 
training くんれん 
travel agency  旅行会社 
unemployed しつぎょうした 
vet じゅうい 



 

 
 

wage(s), pay きゅうりょう 
waiter ウエーター 
well paid きゅうりょうが多い 
work しごと 
work experience しょくばけいけん 
worker, employee ろうどう者 
workshop さぎょう場 

 
Work experience/part time jobs- Higher 
 
accountant かいけいし 
applicant しがん者 
author, writer 作家 
career しょくぎょう 
careers adviser しんろしどう者 
casual work アルバイト 
company holidays (i.e. when a 
company shuts completely down for 
holidays) きゅうぎょう日 
conveyer belt コンベアベルト 
documents in support of an 
application すいせんじょう 
end of work day しゅうぎょう 
farmer のう場主 
firm, company 会社 
flea market のみの市 
flexitime フレックスタイムせい 
interpreter つうやく（者） 
interview めんせつ 
law ほうりつ 
lawyer べんごし 
meeting, discussion かいぎ 
professional training しょくぎょうくんれん 
promotion prospects しゅっせのかのうせい 
retailer 小うりぎょうしゃ 
shiftwork きんむシフト 
to agree something どういする 
to decide きめる 
to put someone through  
(on telephone), to connect 電話をつなぐ 
trainee くんれんをうける人 

 
 
 



 

 
 

 
Product or service information- Foundation 
 
bill せいきゅう書 
breakdown こしょう 
broken こわれた 
complaint もんく 
customer お客 
damage  そんがい 
delivery はいたつ 
form フォーム 
guarantee ほしょう 
mistake まちがい 
receipt りょうしゅう書 
reduction  わりびき 
repair ～をしゅうりする 
replacement とりかえ 
service  サービス 
to complain もんくを言う 
to deliver はいたつする 
to guarantee ほしょうする 
to pay しはらう 
to repair しゅうりする 
to replace とりかえる 
to work, function はたらく 
waiting time 待ち時間 

 
Product or service information- Higher 
 
instructions for use とりあつかいせつめい書 
insurance ほけん 
progress, improvement しんぽ 
to insure ほけんをかける 

 
 
 


