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項目 冊 課 記事タイトル
￢

あ
あいきどう【合気道】 入門 12課 空手

初級 1 10課 合気道
あいさつ【あいさつ】 入門 1課 あいさつのジェスチャー
アイシーカード【ICカード】 入門 13課 交通機関の利用のし方
アイスコーヒー【アイスコーヒー】 初級 2 3課 コーヒー／紅茶
アイスティー【アイスティー】 初級 2 3課 コーヒー／紅茶
あいべや【相部屋】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
アイマックス【IMAX】 入門 9課 映画を見る
アウトレットモール
	 【アウトレットモール】

初級 1 8課 アウトレットモール

あおしんごう【青信号】 初級 1 6課 信号
あおのり【青のり】 初級 1 12課 お好み焼き

初級 2 6課 たこ焼き
あおもり【青森】 入門 12課 夏祭り
あかがわじろう【赤川次郎】 入門 11課 日本の文学
あかひげ【赤ひげ】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
あき【秋】 初級 1 3課 紅葉

初級 1 4課 台風
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

あきた【秋田】 初級 2 4課 郷土料理
あきたけん【秋田県】 入門 18課 温泉
あきたしんかんせん【秋田新幹線】 入門 18課 新幹線
あきはばら【秋葉原】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
アキラ【AKIRA】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
あくしゅ【握手】 入門 1課 あいさつのジェスチャー
あくたがわりゅうのすけ【芥川龍之介】 入門 11課 日本の文学
あぐら【あぐら】 初級 1 17課 和室での座り方
あけましておめでとうございます
	 【明けましておめでとうございます】

初級 2 9課 日本のお正月

あさくさ【浅草】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
あさごはん【朝ご飯】 初級 1 12課 卵焼き

初級 2 3課 定食
あさていしょく【朝定食】 初級 2 3課 定食
アサヒ【アサヒ】 入門 6課 ビール
アジフライ【アジフライ】 初級 2 3課 フライ
あつかん【熱燗】 入門 5課 日本酒
あつまれ　どうぶつのもり
	 【あつまれ　どうぶつの森】

入門 11課 日本のゲーム

あつみきよし【渥美清】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
アニソン【アニソン】 初級 2 1課 アニソン
アニソンかしゅ【アニソン歌手】 初級 2 1課 アニソン
アニメ【アニメ】 入門 11課 日本のゲーム

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
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初級 1 2課 スタジオジブリ
初級 1 3課 セミ
初級 1 9課 アニメで日本語を勉強する
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 17課 日本のテレビドラマ

アニメソング【アニメソング】 初級 2 1課 J-POP ／ Perfume
初級 2 1課 アニソン

アパート【アパート】 入門 7課 日本の住宅の種類
あぶらあげ【油揚げ】 入門 5課 日本の食べ物
アプリ【アプリ】 入門 11課 日本のマンガ

入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 16課 電子マネー
入門 18課 東京ディズニーリゾート
初級 2 3課 飲食店のクーポン
初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ
初級 2 18課 日本語の勉強法

あべこうぼう【安部公房】 入門 11課 日本の文学
あべのハルカス【あべのハルカス】 入門 14課 日本の高い建物

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
あまくち【甘口】 入門 5課 日本酒
あまざけ【甘酒】 初級 2 9課 日本の年中行事
アマゾンプライム【Amazon	Prime】 初級 2 17課 日本のテレビドラマ
アムラー【アムラー】 初級 2 2課 安室奈美恵
あむろなみえ【安室奈美恵】 初級 2 2課 安室奈美恵
あらいば【洗い場】 入門 18課 温泉

初級 1 5課 入浴施設
あらしやま【嵐山】 入門 14課 日本の川
ありがとう（ございます）
	 【ありがとう（ございます）】

入門 1課 『すみません』を使うとき

あるきスマホ【歩きスマホ】 初級 2 10課 携帯電話マナー
アルファベット【アルファベット】 入門 3課 日本の文字
アレルギー【アレルギー】 初級 1 11課 アレルギー表示

初級 1 15課 花粉症
あわおどり【阿波踊り】 入門 12課 夏祭り
あわもり【泡盛】 初級 2 10課 地方ごとの風習
あんこ【あんこ】 入門 16課 たい焼き

入門 18課 どら焼き
い【亥】 入門 4課 年齢を聞く
イーメール【eメール】 入門 8課 FAX
イーラーニング【e- ラーニング】 初級 2 18課 日本語の勉強法
いえ【家】 入門 7課 日本の家
イカフライ【イカフライ】 初級 2 3課 フライ
いくきゅう【育休】 入門 2課 略語
イクラしょうゆづけ
	 【イクラしょうゆ漬け】

入門 16課 おにぎり

いけばな【いけばな】 初級 1 2課 いけばな
いけばなきょうしつ【いけばな教室】 初級 1 2課 いけばな
いけぶくろ【池袋】 入門 15課 日本のいろいろな店
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イコカ【ICOCA】 入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 16課 電子マネー

いざかや【居酒屋】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物
入門 5課 日本酒
入門 5課 日本の朝食
入門 6課 居酒屋
入門 6課 ビール
入門 6課 おしぼりと水
初級 1 11課 焼き鳥
初級 2 10課 お通し
初級 2 18課 送別会

いしかりがわ【石狩川】 入門 14課 日本の川
いしかわ【石川】 初級 1 3課 日本の気候
いしやきいも【石焼きいも】 初級 2 4課 焼きいも
いちえんだま【1円玉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
いちキューはちよん【1Q84】 入門 11課 日本の文学
いちまんえんさつ【1万円札／一万円札】 入門 6課 食券

入門 16課 日本の紙幣／貨幣
いつくしまじんじゃ【厳島神社】 初級 1 6課 お寺と神社
いっこだて【一戸建て】 入門 7課 日本の住宅の種類

入門 13課 通勤事情
いっぱくにしょくつき【1泊 2食付】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
いぬ【戌】 入門 4課 年齢を聞く
いのしし【亥】 入門 4課 年齢を聞く
イルミネーション【イルミネーション】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
いろはざか【いろは坂】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
いわてけん【岩手県】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
いんかん【印鑑】 初級 1 14課 印鑑／ハンコ
インターネットカフェ
	 【インターネットカフェ】

入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ

初級 2 3課 ドリンクバー
インフォメーションデスク
	 【インフォメーションデスク】

初級 2 11課 ショッピングセンターのインフォメーション

う【卯】 入門 4課 年齢を聞く
ウィー【Wii】 入門 11課 日本のゲーム
ウィンタースポーツ
	 【ウィンタースポーツ】

初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

ウーロンちゃ【ウーロン茶】 入門 8課 お茶
うえしばもりへい【植芝盛平】 初級 1 10課 合気道
うえの【上野】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
うおいちば【魚市場】 入門 4課 日本の海
うさぎ【卯】 入門 4課 年齢を聞く
うし【丑】 入門 4課 年齢を聞く
うす【臼】 初級 2 9課 餅つき
ウスターソース【ウスターソース】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ

初級 2 6課 串カツ
うちあげはなび【打ち上げ花火】 初級 2 7課 花火大会
うどん【うどん】 入門 5課 日本の食べ物
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初級 1 12課 カップ焼きそば
初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
初級 2 10課 フードコート

うなぎ【鰻】 入門 5課 丼物
うなじゅう【鰻重】 入門 5課 丼物
うなどん【鰻丼】 入門 5課 丼物
うま【午】 入門 4課 年齢を聞く
うみ【海】 入門 4課 日本の海

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

ウミネコ【ウミネコ】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
うみのいえ【海の家】 入門 4課 日本の海
うみのさち【海の幸】 入門 4課 日本の海
うみべのカフカ【海辺のカフカ】 入門 11課 日本の文学
うめ【梅】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 16課 おにぎり
うめぼし【梅干し】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物
うらわレッズ【浦和レッズ】 入門 11課 サッカー／ラグビー
うんかい【雲海】 入門 18課 富士登山
うんこうトラブル【運行トラブル】 初級 1 7課 電車の運行トラブル
うんちん【運賃】 入門 13課 交通機関の利用のし方

入門 16課 電子マネー
初級 2 6課 新幹線の切符

うんちんひょうじき【運賃表示機】 入門 13課 交通機関の利用のし方
うんてんめんきょしょう【運転免許証】 初級 2 13課 図書館
エアコン【エアコン】 入門 2課 略語
えいが【映画】 入門 9課 映画を見る

入門 11課 日本のマンガ
入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
入門 17課 ゴジラ
入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
初級 1 2課 スタジオジブリ
初級 1 5課 ショッピングモール
初級 2 1課 アニソン
初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
初級 2 13課 図書館
初級 2 17課 日本のテレビドラマ

えいがかん【映画館】 入門 9課 映画を見る
初級 1 5課 ショッピングモール

えいがのひ【映画の日】 入門 9課 映画を見る
エイひれ【エイひれ】 入門 6課 おつまみ
エーイーディー【AED】 初級 2 16課 防災訓練
エーティーエム【ATM】 入門 14課 ATM

入門 15課 日本のいろいろな店
エーユー【au】 入門 10課 スマホの充電
えき【駅】 入門 5課 日本の食べ物
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入門 13課 通勤事情
入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 14課 コインロッカー
入門 14課 自動販売機
入門 15課 傘
入門 15課 トイレの呼び方
初級 2 2課 コミュニティ誌
初級 2 3課 飲食店のクーポン
初級 2 6課 新幹線の切符
初級 2 9課 日本の年中行事
初級 2 10課 葬式
初級 2 10課 携帯電話マナー
初級 2 14課 理髪店／美容院
初級 2 15課 ごみの分別

えきべん【駅弁】 初級 2 11課 デパートの特設フェア
エコバッグ【エコバッグ】 初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ
エス／エム／エル【S／M／ L】 初級 2 11課 洋服のサイズ
エスエヌエス【SNS】 初級 1 4課 台風

初級 2 1課 SNSの日本語学習グループ
初級 2 9課 日本のお正月

えだまめ【枝豆】 入門 6課 おつまみ
えと【干支】 入門 4課 年齢を聞く

初級 2 9課 日本のお正月
えどじだい【江戸時代】 初級 1 8課 日本の城

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
エビフライ【エビフライ】 初級 2 3課 フライ
えひめけん【愛媛県】 初級 1 8課 日本の城
エレベーター【エレベーター】 入門 15課 エレベーターのボタン
えんか【演歌】 初級 2 1課 J-POP ／ Perfume
えんかい【宴会】 入門 6課 ビール
えんぎ【縁起】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣

入門 16課 招き猫
おおいたけん【大分県】 入門 18課 温泉

初級 2 4課 郷土料理
おおえけんざぶろう【大江健三郎】 入門 11課 日本の文学
おおさか【大阪】 入門 4課 日本の主な都市

入門 14課 日本の高い建物
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 17課 水族館
初級 1 12課 お好み焼き
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 6課 串カツ
初級 2 6課 たこ焼き

おおさかじょう【大阪城】 初級 1 8課 日本の城
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

おおさかふ【大阪府】 入門 7課 日本の住所のシステム
おおてでんきてん【大手電器店】 入門 10課 スマホの充電
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おおともかつひろ【大友克洋】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
おおむぎ【大麦】 入門 8課 お茶
おおもり【大盛り】 初級 2 3課 おかわり／大盛り
おかし【お菓子】 入門 8課 お茶

入門 12課 夏祭り
入門 14課 自動販売機
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 16課 たい焼き
初級 2 9課 日本の年中行事

おかず【おかず】 入門 16課 コロッケ
初級 1 11課 スーパーの惣菜コーナー
初級 1 12課 お弁当

おかわり【おかわり】 入門 6課 おしぼりと水
初級 2 3課 おかわり／大盛り

おきなわ【沖縄】 入門 4課 日本の海
入門 6課 日本のハンバーガー店
入門 12課 空手
入門 16課 日本の紙幣／貨幣
入門 17課 水族館
初級 1 3課 日本の気候
初級 2 4課 郷土料理
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）

おきなわけん【沖縄県】 初級 2 10課 地方ごとの風習
おきなわちゅらうみすいぞくかん
	 【沖縄美ら海水族館】

入門 17課 水族館

おげんきですか【お元気ですか】 初級 1 1課 「お元気ですか？」のあいさつ
おこのみやき【お好み焼き】 入門 12課 夏祭り

初級 1 12課 お好み焼き
初級 2 10課 フードコート

おさいせん【お賽銭】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
初級 2 9課 日本のお正月

おさけ【お酒】 入門 2課 おでん
入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物
入門 5課 日本酒
入門 5課 日本の朝食
入門 6課 居酒屋
入門 6課 おつまみ
入門 6課 ビール
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ
初級 1 3課 桜と花見
初級 1 3課 紅葉
初級 1 18課 乾杯
初級 2 10課 地方ごとの風習
初級 2 18課 送別会

おさしみていしょく【お刺身定食】 初級 2 3課 定食
おしいまもる【押井守】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
おしいれ【押し入れ】 入門 7課 日本の家
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おじぎ【おじぎ】 入門 1課 あいさつのジェスチャー
おしずし【押し寿司】 入門 5課 日本の食べ物
おしボタンしき【押しボタン式】 初級 1 6課 信号
おしぼり【おしぼり】 入門 6課 居酒屋

入門 6課 おしぼりと水
初級 2 10課 お通し

おしょうがつ【お正月】 初級 1 10課 書道
初級 2 9課 日本のお正月

おしょうがつかざり【お正月飾り】 初級 2 9課 日本のお正月
おしんこ【お新香】 入門 6課 おつまみ
おせちりょうり【おせち料理】 初級 2 9課 日本のお正月
おせんこう【お線香】 初級 1 6課 お寺と神社
おぞうに【お雑煮】 初級 2 9課 日本のお正月
おだいば【お台場】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
おちゃ【お茶】 入門 8課 お茶

初級 2 3課 ドリンクバー
おちゃづけ【お茶漬け】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物
おちゃのは【お茶の葉】 入門 8課 お茶
おつまみ【おつまみ】 入門 6課 居酒屋

入門 6課 おつまみ
おつや【お通夜】 初級 2 10課 葬式
おつり【おつり】 入門 6課 食券

入門 13課 交通機関の利用のし方
おてあらい【お手洗い】 入門 15課 トイレの呼び方
おてら【お寺】 入門 14課 わび・さび

初級 1 6課 お寺と神社
初級 1 17課 お守り
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 6課 ゆば
初級 2 9課 日本のお正月

おでん【おでん】 入門 2課 おでん
おとおし【お通し】 入門 6課 居酒屋

初級 2 10課 お通し
オトーリ【オトーリ】 初級 2 10課 地方ごとの風習
おとこはつらいよ【男はつらいよ】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
おとしだま【お年玉】 初級 2 9課 日本のお正月
おとしだまぶくろ【お年玉袋】 初級 2 9課 日本のお正月
おなおし【お直し】 初級 2 11課 洋服のサイズ
おにぎり【おにぎり】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 8課 お茶
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 16課 おにぎり

オノマトペ【オノマトペ】 入門 3課 日本の文字
おはか【お墓】 初級 1 6課 お寺と神社
おはし【お箸】 初級 1 12課 茶碗蒸し
おび【帯】 初級 2 7課 浴衣
おひや【お冷や】 入門 6課 おしぼりと水



日本の生活TIPSインデックス - 8

項目 冊 課 記事タイトル
￢

おふろやさん【お風呂屋さん】 初級 1 5課 入浴施設
おべんとう【お弁当】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 8課 お茶
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 16課 コロッケ
初級 1 3課 桜と花見
初級 1 3課 紅葉
初級 1 12課 お弁当

おべんとうグッズ【お弁当グッズ】 初級 1 12課 お弁当
おぼうさん【お坊さん】 初級 1 6課 お寺と神社
おぼん【お盆】 初級 2 7課 盆踊り
おまいり【お参り】 初級 1 6課 お寺と神社
おまもり【お守り】 初級 1 17課 お守り
おみまい【お見舞い】 初級 2 10課 お見舞い
おむすび【おむすび】 入門 16課 おにぎり
おめん【お面】 入門 12課 夏祭り
おやこどん【親子丼】 入門 5課 丼物
おゆ【お湯】 入門 5課 日本の食べ物

入門 6課 おしぼりと水
入門 7課 日本の家
入門 8課 お茶
入門 18課 温泉
初級 1 12課 だし
初級 1 12課 カップ焼きそば

オランダ【オランダ】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
おりたたみかさ【折りたたみ傘】 入門 15課 傘
おりひめ【織り姫】 初級 2 9課 日本の年中行事
おれい【お礼】 入門 1課 あいさつのジェスチャー

入門 1課 『すみません』を使うとき
おれいまいり【お礼参り】 初級 1 17課 お守り
おわん【お椀】 入門 5課 日本の朝食
おんすいせんじょうべんざ
	 【温水洗浄便座】

入門 7課 日本の家

初級 1 13課 日本のトイレ
おんせん【温泉】 入門 12課 日本の山

入門 18課 温泉
初級 1 5課 入浴施設
初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
初級 2 5課 スキー／スキー場
初級 2 7課 道の駅

か
か【蚊】 入門 2課 蚊
かい【階】 入門 15課 階の数え方
かいかよそう【開花予想】 初級 1 3課 桜と花見
かいけい【会計】 入門 6課 居酒屋

初級 1 15課 日本の病院に行く
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初級 2 3課 飲食店での会計のし方
初級 2 14課 理髪店／美容院

がいこくじんそうだんセンター
	 【外国人相談センター】

初級 2 14課 外国人向けの公共サービス

かいさつ【改札】 入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 16課 電子マネー

かいじゅう【怪獣】 入門 17課 ゴジラ
かいすいよく【海水浴】 入門 4課 日本の海

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

かいせんどん【海鮮丼】 入門 5課 丼物
かいてんいわい【開店祝い】 入門 16課 招き猫
かいてんずし【回転寿司／回転ずし】 入門 5課 日本の食べ物

初級 2 3課 ドリンクバー
かいゆうかん【海遊館】 入門 17課 水族館

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
がいらいご【外来語】 入門 2課 略語

入門 3課 日本の文字
かいらんばん【回覧板】 初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板
かがみもち【鏡餅】 初級 2 9課 日本のお正月
かきぞめ【書き初め】 初級 1 10課 書道
カキフライ【カキフライ】 初級 2 3課 フライ
がくぎょうじょうじゅ【学業成就】 初級 1 17課 お守り
がくせいりょう【学生寮】 入門 7課 日本の住宅の種類
かくてい【各停】 入門 2課 略語
かくとうぎ【格闘技】 入門 12課 空手
かけうどん【かけうどん】 入門 5課 日本の食べ物
かけそば【かけそば】 入門 5課 日本の食べ物
かけぶとん【掛けぶとん】 入門 7課 ふとん
かさ【傘】 入門 15課 傘
かざん【火山】 入門 12課 日本の山

入門 18課 温泉
かじ【火事】 初級 2 11課 緊急時の電話番号
がしょう【賀正】 初級 2 9課 日本のお正月
かしわもち【柏餅】 初級 2 9課 日本の年中行事
かすがたいしゃ【春日大社】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
かずのこ【数の子】 初級 2 9課 日本のお正月
かぞくのよびかた【家族の呼び方】 初級 1 17課 家族の呼び方
かた【型】 入門 12課 空手
カタカナ【カタカナ】 入門 3課 日本の文字
かたこり【肩こり】 初級 1 16課 肩こり／肩がこる
カツ【カツ】 初級 2 3課 フライ
かつおぶし【鰹節】 初級 1 12課 お好み焼き

初級 1 12課 だし
初級 2 6課 たこ焼き

かっこくりょうり【各国料理】 初級 1 2課 国際交流協会
初級 2 1課 食べ歩き
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初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 8課 国際交流フェスティバル

カツどん【カツ丼】 入門 5課 丼物
カップヌードル【カップヌードル】 初級 1 12課 カップ焼きそば
カップヌードルミュージアム
	 【カップヌードルミュージアム】

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

カップめん【カップ麺】 初級 1 12課 カップ焼きそば
カップやきそば【カップ焼きそば】 初級 1 12課 カップ焼きそば
カップラーメン【カップラーメン】 入門 14課 自動販売機

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
かでんりょうはんてん【家電量販店】 入門 10課 スマホの充電

入門 15課 日本のいろいろな店
入門 16課 値段を聞く
初級 1 5課 ショッピングモール
初級 2 11課 ポイントカード
初級 2 11課 セール
初級 2 12課 値切り交渉

かどう【華道】 初級 1 2課 いけばな
かどまつ【門松】 初級 2 9課 日本のお正月
かとりスプレー【蚊取りスプレー】 入門 2課 蚊
かとりせんこう【蚊取り線香】 入門 2課 蚊
かないあんぜん【家内安全】 初級 1 17課 お守り
かながわけん【神奈川県】 入門 4課 日本の海

入門 18課 横浜
かね【鐘】 初級 1 6課 お寺と神社
かねんごみ【可燃ごみ】 初級 2 15課 ごみの分別
かばやき【蒲焼き】 入門 5課 丼物
かふん【花粉】 初級 1 4課 天気予報
かふんしょう【花粉症】 初級 1 15課 花粉症
かへい【貨幣】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ガムテープ【ガムテープ】 入門 10課 和製英語
からあげ【唐揚げ／からあげ】 入門 6課 唐揚げ

初級 1 11課 スーパーの惣菜コーナー
初級 1 12課 お弁当

カラオケ【カラオケ】 初級 1 18課 カラオケ
初級 2 1課 アニソン
初級 2 2課 安室奈美恵
初級 2 8課 カラオケ大会

カラオケたいかい【カラオケ大会】 初級 2 8課 カラオケ大会
カラオケてん【カラオケ店】 初級 2 3課 ドリンクバー
カラオケボックス【カラオケボックス】 初級 1 18課 カラオケ
からくち【辛口】 入門 5課 日本酒
からて【空手】 入門 12課 空手

初級 1 10課 合気道
かりゆしウェア【かりゆしウェア】 初級 2 15課 クールビズ
カルチャーセンター
	 【カルチャーセンター】

初級 1 2課 いけばな

カレー【カレー】 入門 5課 日本の食べ物
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初級 2 10課 フードコート
カレーライス【カレーライス】 入門 5課 日本の食べ物
かわ【川】 入門 14課 日本の川
かわぐちこ【河口湖】 初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
かわさき【川崎】 入門 4課 日本の主な都市
かわばたやすなり【川端康成】 入門 11課 日本の文学
がんか【眼科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
かんこうきゃく【観光客】 入門 12課 夏祭り

入門 16課 日本の紙幣／貨幣
入門 17課 水族館
入門 18課 富士登山
初級 1 6課 お寺と神社
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 6課 たこ焼き
初級 2 7課 祭りと神輿
初級 2 7課 道の駅
初級 2 10課 お通し

かんこうち【観光地】 入門 18課 ゴールデンウィーク
入門 18課 横浜
初級 1 6課 お寺と神社
初級 1 8課 日本の城
初級 1 8課 アウトレットモール
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 高速バス
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 10課 お通し

かんじ【漢字】 入門 3課 日本の文字
かんとうちほう【関東地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
かんぬしさん【神主さん】 初級 1 6課 お寺と神社
かんぱい【乾杯】 入門 6課 ビール

初級 1 18課 乾杯
ガンバおおさか【ガンバ大阪】 入門 11課 サッカー／ラグビー
かんぴょう【かんぴょう】 初級 2 4課 手巻きずし
かんブリ【寒ブリ】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
きおん【気温】 入門 18課 富士登山

初級 1 3課 日本の気候
初級 1 3課 梅雨
初級 1 4課 天気予報

ぎおんまつり【祇園祭】 入門 12課 夏祭り
きこう【気候】 初級 1 3課 日本の気候

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
きしんしゃ【起震車】 初級 2 16課 防災訓練
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きたアルプス【北アルプス】 入門 12課 日本の山
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

きたかたラーメン【喜多方ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
きたざとしばさぶろう【北里柴三郎】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
きただけ【北岳】 入門 12課 日本の山
きつえん【喫煙】 初級 2 3課 飲食店での喫煙
キッチン【キッチン】 入門 7課 日本の住宅の種類
きつねうどん【きつねうどん】 入門 5課 日本の食べ物
きつねそば【きつねそば】 入門 5課 日本の食べ物
きっぷ【切符】 入門 13課 交通機関の利用のし方

入門 16課 電子マネー
初級 2 5課 高速バス
初級 2 6課 新幹線の切符

きどうせんしガンダム
	 【機動戦士ガンダム】

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん

きね【杵】 初級 2 9課 餅つき
きみのなは。【君の名は。】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
キムタク【キムタク】 入門 2課 略語
きむらたくや【木村拓哉】 入門 2課 略語
きめつのやいば【鬼滅の刃】 入門 11課 日本のマンガ
きもの【着物】 初級 2 7課 浴衣

初級 2 9課 成人の日
初級 2 14課 クリーニングサービス

キャッシュレスけっさい
	 【キャッシュレス決済】

入門 16課 電子マネー

キャッチボール【キャッチボール】 初級 1 2課 野球
キャラクター【キャラクター】 入門 17課 ゴジラ

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
キャリアショップ【キャリアショップ】 入門 10課 スマホの充電
ギャンブル【ギャンブル】 入門 11課 パチンコ
キューアールコード【QRコード】 入門 16課 電子マネー
きゅうきゅうあんしんセンター
	 【救急安心センター】

初級 2 11課 緊急時の電話番号

きゅうきゅうしゃ【救急車】 初級 1 15課 日本の病院に行く
初級 2 11課 緊急時の電話番号

きゅうしゅう【九州】 入門 18課 温泉
きゅうしゅう・おきなわちほう
	 【九州・沖縄地方】

初級 2 16課 日本の地方区分

きゅうしゅうしんかんせん【九州新幹線】 入門 18課 新幹線
きゅうす【急須】 入門 8課 お茶
ぎゅうどん【牛丼】 入門 5課 丼物

初級 1 12課 すき焼き
ぎゅうどん【牛丼】 初級 2 10課 フードコート
ぎゅうどんや【牛丼屋】 入門 5課 日本の食べ物
きょうかい【教会】 初級 2 10課 結婚式のパーティー
ぎょうせいくぶん【行政区分】 入門 7課 日本の住所のシステム
きょうと【京都】 入門 4課 日本の主な都市

入門 12課 夏祭り
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入門 14課 日本の川
入門 14課 わび・さび
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 6課 ゆば

きょうとふ【京都府】 入門 7課 日本の住所のシステム
きょうどりょうり【郷土料理】 初級 1 10課 料理教室

初級 2 4課 郷土料理
きょうりょうり【京料理】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
きょくしんからて【極真空手】 入門 12課 空手
ぎょこう【漁港】 入門 4課 日本の海
きよみずでら【清水寺】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
ぎり【義理】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
きりたんぽなべ【きりたんぽ鍋】 初級 2 4課 郷土料理
キリン【キリン】 入門 6課 ビール
きんいつりょうきん【均一料金】 入門 13課 交通機関の利用のし方
きんえん【禁煙】 初級 2 3課 飲食店での喫煙
きんかくじ【金閣寺】 入門 14課 わび・さび

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
ぎんかくじ【銀閣寺】 入門 14課 わび・さび
きんがしんねん【謹賀新年】 初級 2 9課 日本のお正月
きんきちほう【近畿地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
きんぎょすくい【金魚すくい】 入門 12課 夏祭り
ぎんこう【銀行】 入門 14課 ATM
ぎんじょうしゅ【吟醸酒】 入門 5課 日本酒
く【区】 入門 7課 日本の住所のシステム
ぐ【具】 入門 5課 日本の食べ物

入門 5課 日本の朝食
入門 16課 おにぎり
初級 1 12課 お好み焼き
初級 1 12課 茶碗蒸し
初級 2 4課 手巻きずし
初級 2 6課 串カツ
初級 2 6課 たこ焼き
初級 2 9課 日本のお正月

くうしゃ【空車】 入門 13課 交通機関の利用のし方
クーポン【クーポン】 初級 2 3課 飲食店のクーポン
クールビズ【クールビス】 初級 2 15課 クールビズ
ぐざい【具材】 入門 2課 おでん

入門 5課 丼物
初級 1 12課 すき焼き

くさつおんせん【草津温泉】 入門 18課 温泉
くしあげ【串揚げ】 初級 2 6課 串カツ
くしカツ【串カツ】 初級 2 6課 串カツ
くすり【薬】 入門 15課 日本のいろいろな店

初級 1 15課 日本の病院に行く
クリーニング【クリーニング】 初級 2 14課 クリーニングサービス
クリームコロッケ【クリームコロッケ】 入門 16課 コロッケ
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グリーンけん【グリーン券】 初級 2 6課 新幹線の切符
グリーンしゃ【グリーン車】 初級 2 6課 新幹線の切符
くりきんとん【栗きんとん】 初級 2 9課 日本のお正月
クリスマス【クリスマス】 初級 2 9課 日本の年中行事
クリスマスケーキ【クリスマスケーキ】 初級 2 9課 日本の年中行事
クリニック【クリニック】 初級 1 15課 日本の病院に行く
クルーズせん【クルーズ船】 入門 18課 横浜
くるまとらじろう【車寅次郎】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
グルメばんぐみ【グルメ番組】 初級 2 1課 食べ歩き
クレジットカード【クレジットカード】 入門 9課 映画を見る

入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 14課 ATM
入門 16課 電子マネー

くろさわあきら【黒澤明】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
くろべきょうこくトロッコでんしゃ
	 【黒部峡谷トロッコ電車】

初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

くろまめ【黒豆】 初級 2 9課 日本のお正月
～くん【～君】 入門 3課 名前の呼び方
ぐん【郡】 入門 7課 日本の住所のシステム
ぐんまけん【群馬県】 入門 18課 温泉
けいい【敬意】 入門 1課 あいさつのジェスチャー
けいご【敬語】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
けいこく【渓谷】 入門 14課 日本の川
けいさつ【警察】 初級 2 11課 緊急時の電話番号
けいじばん【掲示板】 入門 11課 サッカー／ラグビー

初級 1 4課 台風
初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板

けいしょう【敬称】 入門 3課 名前の呼び方
けいたいでんわ【携帯電話】 初級 2 10課 携帯電話マナー
けいたいでんわマナー【携帯電話マナー】 初級 2 10課 携帯電話マナー
けいろうのひ【敬老の日】 入門 18課 ゴールデンウィーク
ゲーム【ゲーム】 入門 11課 日本のゲーム
けごんのたき【華厳の滝】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
けしょうしつ【化粧室】 入門 15課 トイレの呼び方
ゲストハウス【ゲストハウス】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
げた【下駄】 初級 2 7課 浴衣
けっこんしき【結婚式】 初級 1 18課 寄せ書き

初級 2 10課 結婚式のパーティー
初級 2 10課 地方ごとの風習

けっこんパーティー【結婚パーティー】 初級 2 10課 結婚式のパーティー
けんがみね【剣ヶ峯】 入門 18課 富士登山
げんかん【玄関】 入門 7課 日本の家
げんきん【現金】 入門 14課 ATM

入門 16課 電子マネー
げんごう【元号】 入門 3課 元号
けんこうランド【健康ランド】 初級 1 5課 入浴施設
げんじものがたり【源氏物語】 入門 11課 日本の文学
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けんそん【謙遜】 初級 2 17課 ほめられたとき
けんぱい【献杯】 初級 2 10課 地方ごとの風習
けんばいき【券売機】 入門 6課 食券
けんぽうきねんび【憲法記念日】 入門 18課 ゴールデンウィーク
こいのぼり【鯉のぼり】 初級 2 9課 日本の年中行事
コインロッカー【コインロッカー】 入門 14課 コインロッカー
ごう【号】 入門 7課 日本の住所のシステム
こういしつ【更衣室】 入門 8課 制服
こうえいプール【公営プール】 入門 9課 公営プール
こうか【硬貨】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
こうがい【郊外】 入門 7課 日本の住宅の種類

入門 13課 通勤事情
入門 15課 日本のいろいろな店
初級 1 8課 アウトレットモール

こうかくきどうたい【攻殻機動隊】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
こうきょ【皇居】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
こうきょうこうつうきかん
	 【公共交通機関】

入門 13課 交通機関の利用のし方

初級 2 10課 携帯電話マナー
こうきょうしせつ【公共施設】 初級 1 9課 地域の日本語教室

初級 1 13課 日本のトイレ
初級 2 2課 コミュニティ誌
初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設

こうきょうりょうきん【公共料金】 入門 15課 日本のいろいろな店
こうこうやきゅう【高校野球】 初級 1 2課 野球
こうしゃボタン【降車ボタン】 入門 13課 交通機関の利用のし方
こうしゅうトイレ【公衆トイレ】 入門 15課 トイレの呼び方
ごうじゅうりゅう【剛柔流】 入門 12課 空手
こうじょう【工場】 入門 8課 制服
こうしんえつちほう【甲信越地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
こうずい【洪水】 入門 14課 日本の川
こうすいかくりつ【降水確率】 初級 1 4課 天気予報
ごうすう【号数】 初級 2 11課 洋服のサイズ
こうそうビル【高層ビル】 入門 14課 日本の高い建物
こうそくどうろ【高速道路】 入門 14課 自動販売機

入門 18課 ゴールデンウィーク
初級 1 8課 アウトレットモール
初級 2 5課 高速バス
初級 2 7課 道の駅
初級 2 10課 フードコート

こうそくバス【高速バス】 初級 2 5課 高速バス
こうちけん【高知県】 入門 14課 日本の川

初級 2 10課 地方ごとの風習
こうちゃ【紅茶】 入門 8課 お茶

初級 2 3課 コーヒー／紅茶
初級 2 3課 ドリンクバー

こうつうきかん【交通機関】 入門 13課 交通機関の利用のし方
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こうつうけいアイシーカード
	 【交通系 ICカード】

入門 13課 交通機関の利用のし方

入門 14課 コインロッカー
入門 16課 電子マネー

こうつうルール【交通ルール】 初級 2 3課 自転車ルール
こうでん【香典】 初級 2 10課 葬式
こうでんぶくろ【香典袋】 初級 2 10課 葬式
こうはい【後輩】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
こうべ【神戸】 入門 4課 日本の主な都市
こうぼく【香木】 初級 2 10課 葬式
こうみんかん【公民館】 初級 1 2課 いけばな

初級 1 9課 地域の日本語教室
初級 1 10課 公民館
初級 1 10課 料理教室
初級 1 10課 書道

こうよう【紅葉】 初級 1 3課 紅葉
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

こうろ【香炉】 初級 2 10課 葬式
ごえん【ご縁】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ごえんだま【5円玉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
コーヒー【コーヒー】 初級 2 3課 コーヒー／紅茶

初級 2 3課 ドリンクバー
ゴーヤーバーガー【ゴーヤーバーガー】 入門 6課 日本のハンバーガー店
ゴーヤチャンプルー
	 【ゴーヤチャンプルー】

初級 2 4課 郷土料理

ゴールデンウィーク
	 【ゴールデンウィーク】

入門 18課 ゴールデンウィーク

コーンバター【コーンバター】 入門 6課 おつまみ
ごがつにんぎょう【五月人形】 初級 2 9課 日本の年中行事
こくさいこうりゅうききん
	 【国際交流基金】

初級 2 18課 日本語の勉強法

こくさいこうりゅうきょうかい
	 【国際交流協会】

初級 1 2課 国際交流協会

初級 1 9課 地域の日本語教室
初級 2 8課 国際交流フェスティバル
初級 2 18課 日本語の勉強法

こくさいこうりゅうフェスティバル
	 【国際交流フェスティバル】

初級 1 2課 国際交流協会

初級 2 8課 国際交流フェスティバル

初級 2 8課 カラオケ大会
こくさいこうりゅうまつり
	 【国際交流まつり】

初級 2 8課 国際交流フェスティバル

こくべつしき【告別式】 初級 2 10課 葬式
こくみんしょく【国民食】 入門 5課 日本の食べ物
ごごうめ【5合目】 入門 18課 富士登山
こころ【こころ】 入門 11課 日本の文学
ごじゅうえんだま【50円玉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ごしゅうぎ【ご祝儀】 初級 2 10課 結婚式のパーティー
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ごしゅうしょうさま【ご愁傷さま】 初級 2 10課 葬式
ゴジラ【ゴジラ】 入門 17課 ゴジラ
コスプレ【コスプレ】 入門 11課 日本のマンガ
ごせんえんさつ【5千円札／五千円札】 入門 6課 食券

入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ごとうちラーメン【ご当地ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
こどもかい【子ども会】 初級 2 7課 町内会
こどものひ【こどもの日】 入門 18課 ゴールデンウィーク

初級 2 9課 日本の年中行事
このせかいのかたすみに
	 【この世界の片隅に】

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん

ごはん【ご飯】 入門 5課 日本の朝食
初級 2 3課 定食
初級 2 3課 おかわり／大盛り

コピー【コピー】 入門 15課 日本のいろいろな店
ごひゃくえんだま【500円玉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ごまだれ【ごまだれ】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ

初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
ごみ【ごみ】 初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板

初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ
初級 2 15課 ごみの分別

コミュニティーセンター
	 【コミュニティーセンター】

初級 1 9課 地域の日本語教室

初級 1 10課 料理教室
初級 1 10課 書道

コミュニティし【コミュニティ誌】 初級 2 2課 コミュニティ誌
初級 2 3課 飲食店のクーポン
初級 2 11課 セール

こめ【米】 入門 5課 日本酒
こめこうじ【米麹】 入門 5課 日本酒

こもり【小盛り】 初級 2 3課 おかわり／大盛り
こゆうめいし【固有名詞】 入門 3課 日本の文字
ごらいこう【ご来光】 入門 18課 富士登山
コロッケ【コロッケ】 入門 16課 コロッケ

初級 1 4課 台風
初級 1 11課 スーパーの惣菜コーナー

こんざつりつ【混雑率】 入門 13課 通勤事情
コンセント【コンセント】 入門 10課 和製英語
こんにゃく【こんにゃく】 入門 2課 おでん
コンビニ【コンビニ】 入門 2課 おでん

入門 2課 略語
入門 5課 日本の食べ物
入門 5課 日本酒
入門 5課 日本の朝食
入門 10課 スマホの充電
入門 14課 ATM
入門 15課 日本のいろいろな店
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入門 15課 傘
入門 15課 トイレの呼び方
入門 16課 おにぎり
入門 16課 電子マネー
初級 1 11課 焼き鳥
初級 1 12課 お弁当
初級 1 12課 お好み焼き
初級 2 2課 コミュニティ誌
初級 2 10課 葬式
初級 2 14課 宅配便
初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ

こんぶ【昆布】 入門 2課 おでん
入門 16課 おにぎり
初級 1 12課 だし

さ
サービスエリア【サービスエリア】 入門 14課 自動販売機

初級 2 7課 道の駅
初級 2 10課 フードコート

サービスざんぎょう【サービス残業】 初級 2 2課 残業時間
さいがい【災害】 初級 2 7課 町内会

初級 2 7課 地域の防災無線放送
初級 2 13課 やさしい日本語
初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
初級 2 16課 非常持ち出し袋と防災グッズ
初級 2 16課 防災訓練

サイズたいしょうひょう【サイズ対照表】 初級 2 11課 洋服のサイズ
ざいたくきんむ【在宅勤務】 入門 13課 通勤事情
さいたま【さいたま】 入門 4課 日本の主な都市
ざいりゅうカード【在留カード】 入門 2課 在留カード

初級 2 13課 図書館
サウナ【サウナ】 初級 1 5課 入浴施設
さかん【左官】 初級 2 18課 職人
さぎょうふく【作業服】 入門 8課 制服
さくら【桜】 初級 1 3課 桜と花見
さくらのエンブレム【桜のエンブレム】 入門 11課 サッカー／ラグビー
さけ【鮭】 入門 16課 おにぎり
さけイクラどん【鮭イクラ丼】 入門 5課 丼物
ささみ【ささみ】 初級 1 11課 焼き鳥
さしみ【刺身】 入門 5課 日本の食べ物

入門 5課 丼物
初級 2 3課 わさび
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ

さしみのつま【刺身のつま】 入門 5課 日本の食べ物
サッカー【サッカー】 入門 11課 サッカー／ラグビー
さっぽろ【札幌】 入門 4課 日本の主な都市

初級 2 4課 ラーメン
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初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
サッポロ【サッポロ】 入門 6課 ビール
さっぽろラーメン【札幌ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
さどう【茶道】 入門 8課 お茶
さぬきうどん【讃岐うどん】 初級 2 4課 郷土料理
サビぬき【サビ抜き】 初級 2 3課 わさび
～さま【～様】 入門 3課 名前の呼び方
サムライブルー【サムライブルー】 入門 11課 サッカー／ラグビー
さようなら【さようなら】 入門 1課 『さようなら』のあいさつ
さる【申】 入門 4課 年齢を聞く
ざる【ざる】 入門 5課 日本の食べ物
ざるうどん【ざるうどん】 入門 5課 日本の食べ物
ざるそば【ざるそば】 入門 5課 日本の食べ物
～さん【～さん】 入門 3課 名前の呼び方
ざんぎょう【残業】 初級 1 7課 遅刻

初級 2 2課 残業時間
ざんぎょうじかん【残業時間】 初級 2 2課 残業時間
さんざる【三猿】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
さんしろう【三四郎】 入門 11課 日本の文学
さんち【山地】 入門 12課 日本の山
サントリー【サントリー】 入門 6課 ビール
さんぱつや【散髪屋】 初級 2 14課 理髪店／美容院
さんふじんか【産婦人科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
さんみゃく【山脈】 入門 12課 日本の山
さんようしんかんせん【山陽新幹線】 入門 18課 新幹線
し【市】 入門 7課 日本の住所のシステム
シェアハウス【シェアハウス】 入門 7課 日本の住宅の種類
ジェーエヌティーオー【JNTO】 初級 1 15課 日本の病院に行く
ジェーアール【JR】 初級 2 6課 新幹線の切符
ジェーポップ【J-POP】 初級 2 1課 J-POP ／ Perfume

初級 2 1課 アニソン
ジェーリーグ【Jリーグ】 入門 11課 サッカー／ラグビー
しおから【塩辛】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 6課 おつまみ
しおラーメン【塩ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
しか【歯科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
しか【鹿】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
しかせんべい【鹿せんべい】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
しきし【色紙】 初級 1 18課 寄せ書き
しきぶとん【敷きぶとん】 入門 7課 ふとん
しげんごみ【資源ごみ】 初級 2 15課 ごみの分別
じごくだにやえんこうえん
	 【地獄谷野猿公苑】

初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

しこくちほう【四国地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
しごと【仕事】 入門 2課 在留カード

入門 3課 名前の呼び方
入門 9課 朝礼
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入門 10課 24時間制
初級 1 14課 印鑑／ハンコ
初級 1 17課 家族の呼び方
初級 2 9課 日本のお正月
初級 2 15課 クールビズ
初級 2 18課 職人

じさつうきん【時差通勤】 入門 13課 通勤事情
じしん【地震】 初級 2 16課 自然災害とハザードマップ

初級 2 16課 マグニチュードと震度
初級 2 16課 日本の地方区分
初級 2 16課 防災訓練

しぜんさいがい【自然災害】 初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
じちかい【自治会】 初級 2 7課 町内会

入門 9課 公営プール
初級 1 5課 スポーツクラブ
初級 1 15課 日本の病院に行く
初級 2 7課 地域の防災無線放送
初級 2 9課 成人の日
初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
初級 2 14課 外国人向けの公共サービス
初級 2 15課 ごみの分別
初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
初級 2 16課 防災訓練
初級 2 18課 職人

しちにんのさむらい【七人の侍】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
しちょうそん【市町村】 入門 7課 日本の住所のシステム

初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板
初級 2 7課 地域の防災無線放送
初級 2 8課 日本語スピーチコンテスト
初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
初級 2 13課 図書館
初級 2 13課 やさしい日本語
初級 2 18課 日本語の勉強法

しつれいします【失礼します】 入門 1課 『さようなら』のあいさつ
していせき【指定席】 入門 9課 映画を見る

初級 2 6課 新幹線の切符
じてんしゃ【自転車】 初級 2 3課 自転車ルール
じどうかいさつき【自動改札機】 入門 13課 交通機関の利用のし方

初級 2 6課 新幹線の切符
入門 6課 食券
入門 14課 自動販売機
入門 16課 日本の紙幣／貨幣

しとうりゅう【糸東流】 入門 12課 空手
しなのがわ【信濃川】 入門 14課 日本の川
シネコン（シネマコンプレックス）
	 【シネコン（シネマコンプレックス）】

入門 9課 映画を見る

しばまた【柴又】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
じビール【地ビール】 入門 6課 ビール
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じびいんこうか【耳鼻咽喉科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
じびか【耳鼻科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
しぶさわえいいち【渋沢栄一】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ジブリ【ジブリ】 初級 1 2課 スタジオジブリ
しへい【紙幣】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
しまぐに【島国】 入門 4課 日本の海
しまんとがわ【四万十川】 入門 14課 日本の川
しみんたいいくかん【市民体育館】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
しみんプラザ【市民プラザ】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ジム【ジム】 初級 1 5課 スポーツクラブ

初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
初級 2 4課 しゃぶしゃぶ

しめかざり【しめ飾り】 初級 2 9課 日本のお正月
しめなわ【しめ縄】 初級 2 9課 日本のお正月
じゃあ、また【じゃあ、また】 入門 1課 『さようなら』のあいさつ
シャープなないちいちきゅう【♯ 7119】 初級 2 11課 緊急時の電話番号
しゃいんしょくどう【社員食堂】 入門 6課 食券
しゃいんりょう【社員寮】 入門 7課 日本の住宅の種類
ジャクジー【ジャクジー】 初級 1 5課 入浴施設
しゃてき【射的】 入門 12課 夏祭り
しゃないはんばい【車内販売】 入門 18課 新幹線
しゃぶしゃぶ【しゃぶしゃぶ】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ

初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
シャワー【シャワー】 入門 4課 日本の海

入門 7課 日本の住宅の種類
入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ

じゅうえんだま【10円玉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
しゅうかんしょうねんジャンプ
	 【週刊少年ジャンプ】

入門 11課 日本のマンガ

しゅうごうじゅうたく【集合住宅】 入門 7課 日本の住宅の種類
じゅうしょ【住所】 入門 7課 日本の住所のシステム
じゆうせき【自由席】 入門 9課 映画を見る

初級 2 6課 新幹線の切符
じゅうたく【住宅】 入門 7課 日本の住宅の種類
じゅうでん【充電】 入門 10課 スマホの充電
じゅうどう【柔道】 入門 12課 空手

初級 1 10課 合気道
じゅうにし【12支】 入門 4課 年齢を聞く
しゅうぶんのひ【秋分の日】 入門 18課 ゴールデンウィーク
じゅうろくちゃ【十六茶】 入門 8課 お茶
しゅぎょう【修行】 初級 2 18課 職人
しゅくじつ【祝日】 入門 18課 ゴールデンウィーク

入門 18課 東京ディズニーリゾート
初級 2 9課 成人の日
初級 2 9課 日本の年中行事

しゅぞう【酒蔵】 入門 5課 日本酒
しゅと【首都】 入門 4課 日本の主な都市



日本の生活TIPSインデックス - 22

項目 冊 課 記事タイトル
￢

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
しゅとけん【首都圏】 初級 2 16課 日本の地方区分
シュノーケリング【シュノーケリング】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
しゅりじょう【首里城】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
じゅんまいしゅ【純米酒】 入門 5課 日本酒
じょうえつしんかんせん【上越新幹線】 入門 18課 新幹線
しょうかいじょう【紹介状】 初級 1 15課 日本の病院に行く
しょうかき【消火器】 初級 2 16課 防災訓練
しょうがつ【正月】 初級 2 9課 日本のお正月

初級 2 9課 餅つき
しょうこう【焼香】 初級 2 10課 葬式
しょうじ【障子】 入門 7課 日本の家
じょうしこうえん【城址公園】 初級 1 8課 日本の城
じょうしゃけん【乗車券】 入門 13課 交通機関の利用のし方

初級 2 6課 新幹線の切符
しょうじんりょうり【精進料理】 初級 2 6課 ゆば
しょうせつ【小説】 入門 11課 日本の文学
しょうぞうが【肖像画】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
しょうてんがい【商店街】 入門 14課 コインロッカー
しょうとうかん【松濤館】 入門 12課 空手
じょうどがはま【浄土ヶ浜】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
しょうなん【湘南】 入門 4課 日本の海
しょうねんジャンプ【少年ジャンプ】 入門 11課 日本のマンガ
しょうばいはんじょう【商売繁盛】 初級 1 17課 お守り
しょうひきげん【消費期限】 初級 1 11課 賞味期限と消費期限
しょうぶゆ【菖蒲湯】 初級 2 9課 日本の年中行事
しょうぼうしょ【消防署】 初級 2 11課 緊急時の電話番号
しょうみきげん【賞味期限】 初級 1 11課 賞味期限と消費期限
しょうゆ【しょうゆ】 入門 5課 日本の食べ物

入門 5課 日本の朝食
入門 6課 おつまみ
初級 1 11課 焼き鳥
初級 1 12課 卵焼き
初級 1 12課 すき焼き
初級 2 4課 ラーメン
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 9課 日本のお正月

しょうゆラーメン【しょうゆラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
しょうわ【昭和】 入門 3課 元号

初級 1 8課 日本の城
しょうわのひ【昭和の日】 入門 18課 ゴールデンウィーク
ショートショート【ショートショート】 入門 11課 日本の文学
しょくじつき【食事付き】 入門 7課 日本の住宅の種類
しょくちゅうどく【食中毒】 初級 1 3課 梅雨
しょくどう【食堂】 入門 7課 日本の住宅の種類
しょくにん【職人】 初級 2 18課 職人
ジョッキ【ジョッキ】 入門 6課 ビール
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しょっけん【食券】 入門 6課 食券
ショッピングセンター
	 【ショッピングセンター】

初級 1 8課 プロレス

初級 2 10課 フードコート
初級 2 11課 ショッピングセンターのインフォメーション
初級 2 15課 ごみの分別
初級 2 16課 防災訓練

ショッピングモール
	 【ショッピングモール】

入門 9課 映画を見る

入門 14課 ATM
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 15課 トイレの呼び方
初級 1 5課 ショッピングモール
初級 1 8課 アウトレットモール
初級 2 11課 デパートの特設フェア

しょどう【書道】 初級 1 10課 書道
しょどうきょうしつ【書道教室】 初級 1 10課 書道
しょどうたいかい【書道大会】 初級 1 10課 書道
しょほうせん【処方箋／処方せん】 入門 15課 日本のいろいろな店

初級 1 15課 日本の病院に行く
しりょうかん【資料館】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
シルバーウィーク【シルバーウィーク】 入門 18課 ゴールデンウィーク
しろ【城】 初級 1 8課 日本の城
しろエビ【白エビ】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
しんかいまこと【新海誠】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
しんかんせん【新幹線】 入門 18課 新幹線

初級 2 5課 高速バス
初級 2 6課 新幹線の切符

しんきょおひろめかい【新居お披露目会】 初級 2 10課 新築パーティー
しんげきのきょじん【進撃の巨人】 入門 11課 日本のマンガ
しんごう【信号】 初級 1 6課 信号
じんこう【人口】 入門 4課 日本の主な都市
じんこうみつど【人口密度】 入門 4課 日本の主な都市
しんさつしつ【診察室】 初級 1 15課 日本の病院に行く
じんじゃ【神社】 入門 12課 夏祭り

入門 18課 富士登山
初級 1 6課 お寺と神社
初級 1 17課 お守り
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
初級 2 9課 日本のお正月
初級 2 10課 結婚式のパーティー

しんじゅく【新宿】 入門 14課 日本の高い建物
入門 15課 日本のいろいろな店
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）

じんしんじこ【人身事故】 初級 1 7課 電車の運行トラブル
しんせいきエヴァンゲリオン
	 【新世紀エヴァンゲリオン】

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
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しんせかい【新世界】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 6課 串カツ

しんちくいわい【新築祝い】 初級 2 10課 新築パーティー
しんちくパーティー【新築パーティー】 初級 2 10課 新築パーティー
しんど【震度】 初級 2 16課 マグニチュードと震度
しんとう【神道】 初級 1 6課 お寺と神社
ジンベエザメ【ジンベエザメ】 入門 17課 水族館
しんりょうないか【心療内科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
スイカ【Suica】 入門 13課 交通機関の利用のし方

入門 16課 電子マネー
ずいせんじ【瑞泉寺】 入門 14課 わび・さび
すいぞくかん【水族館】 入門 17課 水族館

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
すいどうすい【水道水】 入門 6課 おしぼりと水
スーツ【スーツ】 入門 8課 制服

初級 2 9課 成人の日
スーパー【スーパー】 入門 5課 日本の食べ物

入門 16課 コロッケ
入門 16課 電子マネー
初級 1 5課 ショッピングモール
初級 1 11課 スーパーの惣菜コーナー
初級 1 11課 焼き鳥
初級 1 12課 お弁当
初級 2 4課 焼きいも
初級 2 10課 フードコート
初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ
初級 2 15課 ごみの分別

スーパーせんとう【スーパー銭湯】 初級 1 5課 入浴施設
スーパーファミコン
	 【スーパーファミコン】

入門 11課 日本のゲーム

スーパーマリオブラザーズ
	 【スーパーマリオブラザーズ】

入門 11課 日本のゲーム

スープバー【スープバー】 初級 2 3課 ドリンクバー
すがじんじゃ【須賀神社】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
スギ【スギ】 初級 1 15課 花粉症
スキー【スキー】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）

初級 2 5課 スキー／スキー場
スキーじょう【スキー場】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

初級 2 5課 スキー／スキー場
すきや【すき家】 入門 5課 丼物
すきやき【すき焼き】 入門 16課 おにぎり

初級 1 12課 すき焼き
すし【寿司／すし】 入門 5課 日本の食べ物

初級 1 12課 茶碗蒸し
初級 2 3課 わさび
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 4課 手巻きずし
初級 2 10課 フードコート
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すししょくにん【すし職人】 初級 2 18課 職人
スターバックス【スターバックス】 入門 10課 スマホの充電
スタジオジブリ【スタジオジブリ】 初級 1 2課 スタジオジブリ
スノーモンキー【スノーモンキー】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
スピーチコンテスト
	 【スピーチコンテスト】

初級 2 8課 日本語スピーチコンテスト

スピーチたいかい【スピーチ大会】 初級 2 8課 国際交流フェスティバル
初級 2 8課 日本語スピーチコンテスト

スポーツ【スポーツ】 入門 11課 日本のマンガ
入門 11課 サッカー／ラグビー
初級 1 2課 野球
初級 2 5課 スキー／スキー場

スポーツクラブ【スポーツクラブ】 初級 1 5課 スポーツクラブ
スポーツジム【スポーツジム】 初級 1 5課 スポーツクラブ
スポーツセンター【スポーツセンター】 初級 1 5課 スポーツクラブ

初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
スマートフォン【スマートフォン】 初級 2 10課 携帯電話マナー
スマートホン【スマートホン】 入門 2課 略語
スマホ【スマホ】 入門 2課 略語

入門 10課 スマホの充電
入門 11課 日本のマンガ
入門 11課 日本のゲーム
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 16課 値段を聞く
入門 16課 電子マネー
初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ
初級 2 12課 値切り交渉

すみ【墨】 初級 1 10課 書道
すみだがわはなびたいかい
	 【隅田川花火大会】

初級 2 7課 花火大会

すみだがわリバークルーズ
	 【隅田川リバークルーズ】

入門 14課 日本の川

すみだすいぞくかん【すみだ水族館】 入門 17課 水族館
スリーディー【3D】 入門 9課 映画を見る
すんどめ【寸止め】 入門 12課 空手
セ・リーグ【セ・リーグ】 初級 1 2課 野球
ぜいきん【税金】 入門 15課 日本のいろいろな店
せいけいげか【整形外科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
せいざ【正座】 初級 1 17課 和室での座り方
せいさん【精算】 入門 13課 交通機関の利用のし方
せいさんき【精算機】 入門 13課 交通機関の利用のし方
せいさんけん【精算券】 入門 13課 交通機関の利用のし方
せいじんしき【成人式】 初級 2 9課 成人の日
せいじんのひ【成人の日】 初級 2 9課 成人の日
せいちじゅんれい【聖地巡礼】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
せいふく【制服】 入門 8課 制服
せいめいはんだん【姓名判断】 初級 1 18課 日本人の名前
せいりけん【整理券】 入門 13課 交通機関の利用のし方
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せいれいしていとし【政令指定都市】 入門 4課 日本の主な都市
入門 7課 日本の住所のシステム

せいれき【西暦】 入門 3課 元号
入門 4課 年齢を聞く

セール【セール】 初級 2 11課 ポイントカード
初級 2 11課 セール

せかいいさん【世界遺産】 初級 1 6課 お寺と神社
初級 1 8課 日本の城
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

セガサターン【セガサターン】 入門 11課 日本のゲーム
せきエチケット【せきエチケット】 初級 1 16課 マスク
せきはん【赤飯】 入門 16課 おにぎり
セクハラ【セクハラ】 入門 2課 略語
せせり【せせり】 初級 1 11課 焼き鳥
せとうちちほう【瀬戸内地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
セミ【セミ】 初級 1 3課 セミ
セルフサービス【セルフサービス】 初級 2 10課 フードコート
せんえんさつ【千円札】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ぜんこうじ【善光寺】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
せんごくじだい【戦国時代】 初級 1 8課 日本の城
ぜんこくだいがくラグビーせんしゅけん
	 【全国大学ラグビー選手権】

入門 11課 サッカー／ラグビー

せんだい【仙台】 入門 4課 日本の主な都市
入門 12課 夏祭り

せんとう【銭湯】 入門 18課 温泉
初級 1 5課 入浴施設

せんとちひろのかみかくし
	 【千と千尋の神隠し】

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん

初級 1 2課 スタジオジブリ
セントラルリーグ【セントラルリーグ】 初級 1 2課 野球
せんぱい【先輩】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
そうけんびちゃ【爽健美茶】 入門 8課 お茶
そうごうびょういん【総合病院】 初級 1 15課 日本の病院に行く
そうざい【惣菜】 入門 15課 日本のいろいろな店

入門 16課 コロッケ
初級 1 11課 スーパーの惣菜コーナー
初級 1 11課 アレルギー表示

そうしき【葬式】 初級 2 10課 葬式
初級 2 10課 地方ごとの風習

ぞうすい【雑炊】 初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
そうだんまどぐち【相談窓口】 初級 2 14課 外国人向けの公共サービス
そうべつかい【送別会】 初級 2 18課 送別会
ソース【ソース】 入門 16課 コロッケ

初級 1 12課 お好み焼き
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 6課 串カツ
初級 2 6課 たこ焼き
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ぞくご【俗語】 入門 3課 日本の文字
そだいごみ【粗大ごみ】 初級 2 15課 ごみの分別
そつぎょう【卒業】 初級 1 3課 桜と花見
そば【そば】 入門 5課 日本の食べ物

初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 10課 フードコート

そばこ【そば粉】 入門 5課 日本の食べ物
そばや【そば屋】 入門 5課 日本の食べ物

入門 5課 丼物
ソフトドリンク【ソフトドリンク】 入門 6課 居酒屋

入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ
ソフトバンク【Softbank】 入門 10課 スマホの充電

た
たいいくかん【体育館】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
たいいくしせつ【体育施設】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
たいいくずわり【体育座り】 初級 1 17課 和室での座り方
だいく【大工】 初級 2 18課 職人
たいけんきょうしつ【体験教室】 初級 1 10課 料理教室
たいけんレッスン【体験レッスン】 初級 1 2課 いけばな
たいこ【太鼓】 初級 2 7課 盆踊り

初級 2 17課 和太鼓
たいしょう【大正】 入門 3課 元号
たいしょうじだい【大正時代】 入門 10課 和製英語
だいず【大豆】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 6課 ゆば

ダイニング・キッチン
	 【ダイニング・キッチン】

入門 7課 日本の家

ダイビング【ダイビング】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
たいふう【台風】 初級 1 3課 日本の気候

初級 1 4課 台風
初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
初級 2 16課 日本の地方区分

だいぶつ【大仏】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
たいへいよう【太平洋】 初級 1 3課 日本の気候
タイムカード【タイムカード】 初級 1 7課 遅刻
たいやき【たい焼き】 入門 16課 たい焼き
だいよくじょう【大浴場】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
タウンじょうほうし【タウン情報誌】 初級 2 2課 コミュニティ誌
たかおさん【高尾山】 入門 12課 日本の山

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
たきこみごはん【炊き込みご飯】 入門 16課 おにぎり
たきのうトイレ【多機能トイレ】 入門 15課 トイレの呼び方
タクシー【タクシー】 入門 13課 交通機関の利用のし方
たくはいびん【宅配便】 入門 15課 日本のいろいろな店

初級 1 14課 印鑑／ハンコ
初級 2 14課 宅配便
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タコ【タコ】 初級 2 6課 たこ焼き
たこやき【たこ焼き】 初級 2 6課 たこ焼き

初級 2 10課 フードコート
たこわさび【たこわさび】 入門 6課 おつまみ
だし【だし】 入門 5課 日本の朝食

初級 1 12課 だし
だしじる【だし汁／出し汁】 入門 2課 おでん

入門 5課 日本の朝食
初級 1 12課 卵焼き
初級 1 12課 茶碗蒸し
初級 1 12課 だし
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
初級 2 9課 日本のお正月

だしのもと【だしの素】 初級 1 12課 だし
タスポ【taspo】 入門 14課 自動販売機
たたみ【畳】 入門 7課 日本の家

初級 1 17課 和室での座り方
たつ【辰】 入門 4課 年齢を聞く
タッチスクリーン【タッチスクリーン】 入門 6課 居酒屋
タッチパネル【タッチパネル】 初級 1 18課 カラオケ
たてやまくろべアルペンルート
	 【立山黒部アルペンルート】

初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

たなばた【七夕】 初級 2 9課 日本の年中行事
たなばたまつり【七夕まつり】 入門 12課 夏祭り
たにんどん【他人丼】 入門 5課 丼物
たぬき【たぬき】 入門 5課 日本の食べ物
タバコ【タバコ】 入門 14課 自動販売機

入門 15課 日本のいろいろな店
ダブリューシー【WC】 入門 15課 トイレの呼び方
たべあるき【食べ歩き】 初級 2 1課 食べ歩き
たまごかけごはん【卵かけご飯】 入門 5課 日本の朝食
たまごやき【卵焼き】 初級 1 12課 お弁当

初級 1 12課 卵焼き
初級 2 4課 手巻きずし

たらこ【たらこ】 入門 16課 おにぎり
たれ【たれ】 初級 1 11課 焼き鳥

初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
だれでもトイレ【だれでもトイレ】 入門 15課 トイレの呼び方
タワーマンション（タワマン）
	 【タワーマンション（タワマン）】

入門 7課 日本の住宅の種類

たんこうぼん【単行本】 入門 11課 日本のマンガ
たんごのせっく【端午の節句】 初級 2 9課 日本の年中行事
たんざく【短冊】 初級 2 9課 日本の年中行事
たんさんすい【炭酸水】 入門 6課 おしぼりと水
ちい【地位】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
ちいきめい【地域名】 入門 7課 日本の住所のシステム
チェーンてん【チェーン店】 入門 5課 日本の食べ物
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入門 5課 丼物
入門 6課 日本のハンバーガー店
入門 6課 居酒屋
入門 10課 スマホの充電
入門 15課 日本のいろいろな店
初級 1 12課 すき焼き
初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
初級 2 6課 たこ焼き
初級 2 9課 日本の年中行事

ちえんしょうめいしょ【遅延証明書】 初級 1 7課 電車の運行トラブル
ちか【地下】 入門 15課 階の数え方
ちかがい【地下街】 入門 14課 コインロッカー
チキンカツ【チキンカツ】 初級 2 3課 フライ
チキンタツタ【チキンタツタ】 入門 6課 日本のハンバーガー店
チケット【チケット】 入門 6課 食券

入門 9課 映画を見る
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 18課 ゴールデンウィーク
入門 18課 東京ディズニーリゾート
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 14課 理髪店／美容院

チケットうりば【チケット売り場】 入門 9課 映画を見る
ちこく【遅刻】 初級 1 7課 遅刻
チップ【チップ】 入門 13課 交通機関の利用のし方

初級 2 3課 飲食店での会計のし方
初級 2 10課 お通し

ちばけん【千葉県】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
ちほうくぶん【地方区分】 初級 2 16課 日本の地方区分
ちまき【ちまき】 初級 2 9課 日本の年中行事
チャージ【チャージ】 入門 13課 交通機関の利用のし方
ちゃわんむし【茶碗蒸し】 初級 1 12課 茶碗蒸し
～ちゃん【～ちゃん】 入門 3課 名前の呼び方
ちゃんぽん【ちゃんぽん】 初級 2 4課 郷土料理
ちゅうおうアルプス【中央アルプス】 入門 12課 日本の山
ちゅうかがい【中華街】 入門 18課 横浜
ちゅうごくちほう【中国地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
ちゅうぜんじこ【中禅寺湖】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
ちゅうなま【中生】 入門 6課 ビール
ちゅうのうソース【中濃ソース】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
ちゅうぶちほう【中部地方】 初級 2 5課 スキー／スキー場

初級 2 16課 日本の地方区分
ちょうざいやっきょく【調剤薬局】 入門 15課 日本のいろいろな店

初級 1 15課 日本の病院に行く
ちょうしょく【朝食】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 5課 日本の朝食
初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス

ちょうないかい【町内会】 初級 2 7課 町内会
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初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板
初級 2 7課 地域の防災無線放送
初級 2 9課 餅つき
初級 2 16課 防災訓練

ちょうないかいひ【町内会費】 初級 2 7課 町内会
ちょうめ【丁目】 入門 7課 日本の住所のシステム
ちょうれい【朝礼】 入門 9課 朝礼
チョコバナナ【チョコバナナ】 入門 12課 夏祭り
ちらしずし【ちらし寿司／ちらしずし】 入門 5課 日本の食べ物

初級 2 9課 日本の年中行事
つうきん【通勤】 入門 13課 通勤事情
つうきんじかん【通勤時間】 入門 13課 通勤事情
つうてんかく【通天閣】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
つきだし【突き出し】 初級 2 10課 お通し
つきみうどん【月見うどん】 入門 5課 日本の食べ物
つきみそば【月見そば】 入門 5課 日本の食べ物
つきみバーガー【月見バーガー】 入門 6課 日本のハンバーガー店
つくね【つくね】 初級 1 11課 焼き鳥
つくばさん【筑波山】 入門 12課 日本の山
つけもの【漬け物】 入門 5課 日本の朝食

入門 6課 おつまみ
つだうめこ【津田梅子】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ツナ【ツナ】 入門 16課 おにぎり
つなみ【津波】 初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
つまみ【つまみ】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 6課 おつまみ
つまらないものですが
	 【つまらないものですが】

初級 2 17課 ほめられたとき

つゆ【つゆ】 入門 5課 日本の食べ物
入門 5課 丼物
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ

つゆ【梅雨】 初級 1 3課 梅雨
つり【釣り】 入門 14課 日本の川
ティーケージー【TKG】 入門 5課 日本の朝食
ティーバッグ【ティーバッグ】 入門 8課 お茶
ティーポイントカード
	 【Tポイントカード】

初級 2 11課 ポイントカード

ていしょく【定食】 初級 2 3課 定食
初級 2 3課 おかわり／大盛り

ていしょくや【定食屋】 入門 5課 日本の食べ物
入門 5課 丼物
初級 2 3課 フライ

ていねいたい【丁寧体】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
テーマパーク【テーマパーク】 入門 18課 東京ディズニーリゾート

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
デカもり【デカ盛り】 初級 2 3課 おかわり／大盛り
テキや【テキ屋】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
テクノポップ【テクノポップ】 初級 2 1課 J-POP ／ Perfume



日本の生活TIPSインデックス - 31

項目 冊 課 記事タイトル
￢

デパート【デパート】 入門 9課 映画を見る
入門 14課 コインロッカー
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 15課 トイレの呼び方
初級 2 11課 デパートの特設フェア
初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ
初級 2 16課 防災訓練

てまきずし【手巻きずし】 初級 2 4課 手巻きずし
てら【寺】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
てりやきバーガー【てりやきバーガー】 入門 6課 日本のハンバーガー店
テレビドラマ【テレビドラマ】 初級 2 17課 日本のテレビドラマ
でんきだい【電気代】 入門 15課 日本のいろいろな店
てんきよほう【天気予報】 初級 1 4課 天気予報
でんしけっさい【電子決済】 入門 6課 食券

入門 13課 交通機関の利用のし方
でんしマネー【電子マネー】 入門 16課 電子マネー
でんしゃ【電車】 入門 5課 日本の食べ物

入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 16課 電子マネー
初級 1 7課 電車の運行トラブル
初級 2 6課 新幹線の切符
初級 2 10課 携帯電話マナー

でんしゃつうきん【電車通勤】 入門 13課 通勤事情
てんしゅかく【天守閣】 初級 1 8課 日本の城
でんしょうげいのう【伝承芸能】 初級 2 17課 和太鼓
でんとうげいのう【伝統芸能】 初級 2 17課 和太鼓
でんとうこうげい【伝統工芸】 初級 2 18課 職人
てんのう【天皇】 入門 3課 元号
でんぴょう【伝票】 入門 6課 居酒屋

初級 2 3課 飲食店での会計のし方
入門 5課 日本の食べ物

てんぷら【天ぷら】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
初級 2 18課 職人

てんぷらうどん【天ぷらうどん】 入門 5課 日本の食べ物
てんぷらそば【天ぷらそば】 入門 5課 日本の食べ物
てんぼうしつ【展望室】 入門 14課 日本の高い建物
てんぼうだい【展望台】 入門 14課 日本の高い建物

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

トイレ【トイレ】 入門 7課 日本の家
入門 7課 日本の住宅の種類
入門 15課 トイレの呼び方
入門 18課 富士登山
初級 1 13課 日本のトイレ
初級 2 7課 道の駅

トイレット【Toilet】 入門 15課 トイレの呼び方
とうかいちほう【東海地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
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とうかいどうしんかんせん
	 【東海道新幹線】

入門 18課 新幹線

どうがサイト【動画サイト】 初級 1 9課 アニメで日本語を勉強する
どうがはいしんサービス
	 【動画配信サービス】

入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ

初級 1 9課 アニメで日本語を勉強する
どうがはいしんサイト【動画配信サイト】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍

初級 2 17課 日本のテレビドラマ
とうきオリンピック【冬季オリンピック】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
とうきょう【東京】 入門 4課 日本の主な都市

入門 14課 日本の川
入門 14課 日本の高い建物
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 17課 水族館
初級 1 3課 日本の気候
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 7課 花火大会

とうきょうスカイツリー
	 【東京スカイツリー】

入門 14課 日本の高い建物

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
とうきょうタワー【東京タワー】 入門 14課 日本の高い建物
とうきょうディズニーシー
	 【東京ディズニーシー】

入門 18課 東京ディズニーリゾート

とうきょうディズニーランド
	 【東京ディズニーランド】

入門 18課 東京ディズニーリゾート

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
とうきょうディズニーリゾート
	 【東京ディズニーリゾート】

入門 18課 東京ディズニーリゾート

とうきょうと【東京都】 入門 7課 日本の住所のシステム
とうきょうドーム【東京ドーム】 初級 1 8課 プロレス
とうきょうとちょう【東京都庁】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
とうきょうにじゅうさんく【東京 23区】 入門 7課 日本の住所のシステム
とうだいじ【東大寺】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
とうふ【豆腐】 入門 5課 日本の朝食

初級 1 12課 すき焼き
とうほくしんかんせん【東北新幹線】 入門 18課 新幹線
とうほくちほう【東北地方】 初級 2 5課 スキー／スキー場

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 16課 日本の地方区分

どうろこうつうほう【道路交通法】 初級 2 3課 自転車ルール
トーチタワー【トーチタワー】 入門 14課 日本の高い建物
とくがわいえやす【徳川家康】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
とくさつえいが【特撮映画】 入門 17課 ゴジラ
とくさんひん【特産品】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
とくしま【徳島】 入門 12課 夏祭り
とくせつフェア【特設フェア】 初級 2 11課 デパートの特設フェア
とくもり【特盛り】 初級 2 3課 おかわり／大盛り
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とこのま【床の間】 入門 7課 日本の家
ドコモ【docomo】 入門 10課 スマホの充電
とこやさん【床屋さん】 初級 2 14課 理髪店／美容院
とざん【登山】 入門 12課 日本の山

入門 18課 富士登山
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

としうえ【年上】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
としした【年下】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
としょかん【図書館】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設

初級 2 13課 図書館
としん【都心】 入門 7課 日本の住宅の種類

入門 13課 通勤事情
入門 17課 水族館

とちぎけん【栃木県】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
とちょう【都庁】 入門 14課 日本の高い建物
とっきゅう【特急】 初級 2 6課 新幹線の切符
とっきゅうけん【特急券】 初級 2 6課 新幹線の切符
とどうふけん【都道府県】 入門 7課 日本の住所のシステム

初級 2 13課 図書館
となりのトトロ【となりのトトロ】 初級 1 2課 スタジオジブリ
とねがわ【利根川】 入門 14課 日本の川
とやま【富山】 初級 1 3課 日本の気候

初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
どようのうしのひ【土用の丑の日】 入門 5課 丼物
とら【寅】 入門 4課 年齢を聞く
ドラえもん【ドラえもん】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん

入門 18課 どら焼き
ドラゴンクエスト【ドラゴンクエスト】 入門 11課 日本のゲーム
ドラゴンボール【ドラゴンボール】 入門 11課 日本のマンガ

入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
とらさん【寅さん】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
ドラッグストア【ドラッグストア】 入門 2課 蚊

入門 15課 日本のいろいろな店
初級 1 5課 ショッピングモール
初級 1 15課 花粉症
初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ

どらやき【どら焼き】 入門 18課 どら焼き
とり【酉】 入門 4課 年齢を聞く
とりい【鳥居】 初級 1 6課 お寺と神社
とりてん【とり天】 初級 2 4課 郷土料理
とりやまあきら【鳥山明】 入門 11課 日本のマンガ
ドリンクバー【ドリンクバー】 初級 2 3課 ドリンクバー
どん【丼】 入門 5課 丼物
～どん【～丼】 入門 5課 丼物
ドン・キホーテ【ドン・キホーテ】 入門 10課 スマホの充電
とんカツ【豚カツ】 入門 5課 丼物

初級 2 3課 フライ
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とんカツソース【豚カツソース】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
とんカツていしょく【豚カツ定食】 初級 2 3課 定食
とんこつラーメン【豚骨ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
どんぶりもの【丼物】 入門 5課 丼物

な
ないか【内科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
ながおかまつりおおはなびたいかい
	 【長岡まつり大花火大会】

初級 2 7課 花火大会

ながさき【長崎】 初級 2 4課 郷土料理
ながさきけん【長崎県】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
ながの【長野】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
ながのけん【長野県】 初級 1 8課 日本の城
なごや【名古屋】 入門 4課 日本の主な都市

初級 2 4課 郷土料理
なごやじょう【名古屋城】 初級 1 8課 日本の城
なつ【夏】 入門 2課 蚊

入門 4課 日本の海
入門 5課 丼物
入門 6課 おしぼりと水
入門 8課 お茶
入門 12課 日本の山
入門 18課 富士登山
初級 1 2課 野球
初級 1 3課 日本の気候
初級 1 3課 梅雨
初級 1 3課 セミ
初級 1 4課 台風
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
初級 2 7課 花火大会
初級 2 7課 盆踊り
初級 2 15課 クールビズ

なづけ【名づけ】 初級 1 18課 日本人の名前
なっとう【納豆】 入門 5課 外国人の苦手な日本の食べ物

入門 5課 日本の朝食
初級 2 4課 手巻きずし

なつまつり【夏祭り】 入門 12課 夏祭り
初級 2 7課 浴衣

なつめそうせき【夏目漱石】 入門 11課 日本の文学
ナナコ【nanaco】 入門 16課 電子マネー
なにもありませんが【何もありませんが】 初級 2 17課 ほめられたとき
なべりょうり【鍋料理】 初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
なまたまご【生卵】 入門 5課 日本の食べ物

入門 5課 日本の朝食
初級 1 12課 すき焼き

なまちゅう【生中】 入門 6課 ビール
なまビール【生ビール】 入門 6課 ビール
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なみもり【並盛り】 初級 2 3課 おかわり／大盛り
なら【奈良】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

初級 2 6課 ゆば
ならけん【奈良県】 初級 1 6課 お寺と神社
ならこうえん【奈良公園】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
ナルト【NARUTO】 入門 11課 日本のマンガ
にいがた【新潟】 初級 1 3課 日本の気候
にいがたけん【新潟県】 初級 2 7課 花火大会
にエルディーケー【2LDK】 入門 7課 日本の家
にぎりずし【にぎり寿司】 入門 5課 日本の食べ物
にくや【肉屋】 入門 16課 コロッケ
にじゅうさんく【23区】 入門 4課 日本の主な都市
にじゅうよじかんえいぎょう
	 【24時間営業】

入門 15課 日本のいろいろな店

入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ
にじゅうよじかんせい【24時間制】 入門 10課 24時間制
にせんえんさつ【二千円札】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
にっこう【日光】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

初級 2 6課 ゆば
にっこうとうしょうぐう【日光東照宮】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
にどづけきんし【二度づけ禁止】 初級 2 6課 串カツ
にほんアルプス【日本アルプス】 入門 12課 日本の山
にほんかい【日本海】 初級 1 3課 日本の気候
にほんごイーな【NIHONGO	e	な】 初級 2 18課 日本語の勉強法
にほんごがくしゅうグループ
	 【日本語学習グループ】

初級 2 1課 SNSの日本語学習グループ

にほんごきょうしつ【日本語教室】 初級 1 2課 国際交流協会
初級 1 9課 地域の日本語教室
初級 1 10課 公民館
初級 2 8課 日本語スピーチコンテスト
初級 2 18課 日本語の勉強法

にほんごスピーチコンテスト
	 【日本語スピーチコンテスト】

初級 1 2課 国際交流協会

にほんしゅ【日本酒】 入門 5課 日本酒
にほんしゅバー【日本酒バー】 入門 5課 日本酒
にほんだいひょうチーム
	 【日本代表チーム】

入門 11課 サッカー／ラグビー

にほんばし【日本橋】 入門 15課 日本のいろいろな店
にほんりょうり【日本料理】 入門 5課 日本の食べ物

初級 1 12課 だし
初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ

にほんれっとう【日本列島】 入門 12課 日本の山
にゅういん【入院】 初級 2 10課 お見舞い
にゅうがく【入学】 初級 1 3課 桜と花見
にゅうとうおんせんきょう【乳頭温泉郷】 入門 18課 温泉
にゅうよく【入浴】 入門 18課 温泉
にゅうよくしせつ【入浴施設】 初級 1 5課 入浴施設

初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設



日本の生活TIPSインデックス - 36

項目 冊 課 記事タイトル
￢

にわかファン【にわかファン】 入門 11課 サッカー／ラグビー
にんじょう【人情】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
にんてんどう【任天堂】 入門 11課 日本のゲーム
ニンテンドースイッチ
	 【Nintendo	Switch】

入門 11課 日本のゲーム

ね【子】 入門 4課 年齢を聞く
ねぎま【ねぎま】 初級 1 11課 焼き鳥
ねぎり【値切り】 初級 2 12課 値切り交渉
ネクタイ【ネクタイ】 入門 8課 制服

初級 2 10課 葬式
初級 2 15課 クールビズ

ねずみ【子】 入門 4課 年齢を聞く
ねだんをきく【値段を聞く】 入門 16課 値段を聞く
ねっちゅうしょう【熱中症】 初級 1 4課 天気予報
ネットオークション
	 【ネットオークション】

初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ

ネットフリックス【Netflix】 初級 2 17課 日本のテレビドラマ
ねぶたまつり【ねぶた祭】 入門 12課 夏祭り
ねりもの【練り物】 入門 2課 おでん
ねんがじょう【年賀状】 初級 2 9課 日本のお正月
ねんごう【年号】 入門 3課 元号
ねんじゅうむきゅう【年中無休】 入門 15課 日本のいろいろな店
ねんちゅうぎょうじ【年中行事】 初級 1 10課 料理教室

初級 2 9課 日本のお正月
初級 2 9課 日本の年中行事
初級 2 10課 地方ごとの風習

ねんまつ【年末】 初級 2 9課 餅つき
ねんまつねんし【年末年始】 入門 18課 東京ディズニーリゾート

初級 2 9課 日本のお正月
初級 2 9課 日本の年中行事
初級 2 9課 餅つき

ねんれい【年齢】 入門 2課 在留カード
入門 4課 年齢を聞く
初級 1 1課 「目上」と「目下」
初級 1 17課 家族の呼び方
初級 2 3課 飲食店での会計のし方
初級 2 9課 日本のお正月
初級 2 13課 図書館

ノートパソコン【ノートパソコン】 入門 10課 和製英語
ノーベルぶんがくしょう
	 【ノーベル文学賞】

入門 11課 日本の文学

のぐちひでよ【野口英世】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
のどぐろ【のどぐろ】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
のどじまん【のど自慢】 初級 2 8課 カラオケ大会
のびた【のび太】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
のみのいち【蚤の市】 初級 2 7課 フリーマーケット
のみほうだい【飲み放題】 入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ

初級 1 18課 カラオケ
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のり【のり】 入門 5課 日本の朝食
入門 16課 おにぎり
初級 1 12課 お弁当
初級 2 3課 定食
初級 2 4課 手巻きずし

ノルウェイのもり【ノルウェイの森】 入門 11課 日本の文学

は
パ・リーグ【パ・リーグ】 初級 1 2課 野球
バーガーキング【バーガーキング】 入門 6課 日本のハンバーガー店
バーゲン【バーゲン】 初級 2 11課 セール
バーコード【バーコード】 入門 16課 電子マネー
バーベキュー【バーベキュー】 初級 1 11課 バーベキュー
ハイキング【ハイキング】 入門 12課 日本の山

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
ハイネイティブ【HiNative】 初級 2 1課 SNSの日本語学習グループ
ハウステンボス【ハウステンボス】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
ハウルのうごくしろ【ハウルの動く城】 初級 1 2課 スタジオジブリ
はかたラーメン【博多ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
ハグ【ハグ】 入門 1課 あいさつのジェスチャー
はこだて【函館】 入門 4課 日本の海
ハザードマップ【ハザードマップ】 初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
はし【箸】 入門 5課 日本の朝食

初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
パシフィックリーグ
	 【パシフィックリーグ】

初級 1 2課 野球

ばしょとり【場所取り】 初級 1 3課 桜と花見
バス【バス】 入門 13課 交通機関の利用のし方

入門 16課 電子マネー
入門 18課 富士登山

バス【バス】 初級 2 10課 携帯電話マナー
バスターミナル【バスターミナル】 入門 14課 コインロッカー
バスタブ【バスタブ】 入門 7課 日本の家
パスモ【PASMO】 入門 16課 電子マネー
はちまき【はちまき】 初級 2 7課 祭りと神輿
パチンコ【パチンコ】 入門 11課 パチンコ
はっぴ【はっぴ】 初級 2 7課 祭りと神輿
はつもうで【初詣】 初級 2 9課 日本のお正月
はてるまじま【波照間島】 入門 4課 日本の海
はなびたいかい【花火大会】 入門 12課 夏祭り

初級 2 7課 花火大会
初級 2 7課 浴衣

はなみ【花見】 初級 1 3課 桜と花見
パフューム【Perfume】 初級 2 1課 J-POP ／ Perfume
はる【春】 初級 1 3課 日本の気候

初級 1 3課 桜と花見
初級 1 15課 花粉症

はれぎ【晴れ着】 初級 2 9課 成人の日
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ハンコ【ハンコ】 入門 8課 FAX
初級 1 14課 印鑑／ハンコ
初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板

ばんち【番地】 入門 7課 日本の住所のシステム
はんてん【はんてん】 初級 2 7課 祭りと神輿
ハンバーガー【ハンバーガー】 入門 6課 日本のハンバーガー店

初級 2 10課 フードコート
ハンバーガーてん【ハンバーガー店】 入門 6課 日本のハンバーガー店
ハンバーグていしょく【ハンバーグ定食】 初級 2 3課 定食
ビール【ビール】 入門 6課 ビール
ビールサーバー【ビールサーバー】 入門 6課 ビール
ビールメーカー【ビールメーカー】 入門 6課 ビール
ひぐちいちよう【樋口一葉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ひげ【ひげ】 初級 2 2課 日本人とひげ
ひこぼし【彦星】 初級 2 9課 日本の年中行事
ビジネスホテル【ビジネスホテル】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
びじゅつかん【美術館】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ひじょうもちだしぶくろ
	 【非常持ち出し袋】

初級 2 16課 非常持ち出し袋と防災グッズ

ビズ【ビズ】 入門 1課 あいさつのジェスチャー
ビックカメラ【ビックカメラ】 入門 10課 スマホの充電
ひつじ【未】 入門 4課 年齢を聞く
ひつまぶし【ひつまぶし】 初級 2 4課 郷土料理
ひとう【秘湯】 入門 18課 温泉
ひとりカラオケ【1人カラオケ】 初級 1 18課 カラオケ
ひなあられ【ひなあられ】 初級 2 9課 日本の年中行事
ひなにんぎょう【ひな人形】 初級 2 9課 日本の年中行事
ひなまつり【ひな祭り】 初級 2 9課 日本の年中行事
ひなん【避難】 初級 2 7課 町内会

初級 2 7課 地域の防災無線放送
初級 2 13課 やさしい日本語
初級 2 16課 自然災害とハザードマップ
初級 2 16課 非常持ち出し袋と防災グッズ
初級 2 16課 防災訓練

ひなんじょ【避難所】 入門 14課 日本の川
ビニールがさ【ビニール傘】 入門 15課 傘
ひふか【皮膚科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
ひみつどうぐ【ひみつ道具】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
ひめじじょう【姫路城】 初級 1 8課 日本の城
ひゃくえんショップ【100円ショップ】 入門 15課 日本のいろいろな店

初級 2 10課 葬式
ひゃくえんだま【100円玉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ひゃくじゅうきゅう【119】 初級 1 15課 日本の病院に行く
ひゃくじゅうきゅうばん【119番】 初級 2 11課 緊急時の電話番号
ひゃくとうばん【110番】 初級 2 11課 緊急時の電話番号
ひやしトマト【冷やしトマト】 入門 6課 おつまみ
ひゃっきん【100均】 入門 15課 日本のいろいろな店
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ひややっこ【冷奴】 入門 6課 おつまみ
ビュッフェ【ビュッフェ】 入門 5課 日本の食べ物
びょういん【病院】 初級 1 15課 日本の病院に行く

初級 2 10課 お見舞い
初級 2 11課 緊急時の電話番号
初級 2 16課 防災訓練

びよういん【美容院】 初級 2 14課 理髪店／美容院
ひょうごけん【兵庫県】 初級 1 8課 日本の城
びようしつ【美容室】 初級 2 14課 理髪店／美容院
ひらがな【ひらがな】 入門 3課 日本の文字
ひろうえん【披露宴】 初級 2 10課 結婚式のパーティー
ひろしま【広島】 入門 4課 日本の主な都市

初級 1 12課 お好み焼き
ひろしまけん【広島県】 初級 1 6課 お寺と神社
びんビール【瓶ビール】 入門 6課 ビール
ファイナルファンタジー
	 【ファイナルファンタジー】

入門 11課 日本のゲーム

ファクシミリ【ファクシミリ】 入門 8課 FAX
ファストパス【ファストパス】 入門 18課 東京ディズニーリゾート
ファックス【FAX】 入門 8課 FAX

入門 15課 日本のいろいろな店
ファミコン（ファミリーコンピュータ）
	 【ファミコン（ファミリーコンピュータ）】

入門 11課 日本のゲーム

ファミリーレストラン
	 【ファミリーレストラン】

初級 2 3課 ドリンクバー

ファミレス【ファミレス】 入門 2課 略語
フィットネスクラブ
	 【フィットネスクラブ】

初級 1 5課 スポーツクラブ

フードコート【フードコート】 初級 1 5課 ショッピングモール
初級 2 10課 フードコート

ふうぶつし【風物詩】 初級 1 2課 野球
初級 2 4課 焼きいも

プール【プール】 入門 9課 公営プール
初級 1 5課 スポーツクラブ
初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設

フールー【Hulu】 初級 2 17課 日本のテレビドラマ
フェア【フェア】 初級 2 11課 デパートの特設フェア
フェイスブック【Facebook】 初級 2 1課 SNSの日本語学習グループ
フォーマル【フォーマル】 入門 1課 『さようなら』のあいさつ

入門 3課 名前の呼び方
初級 1 17課 和室での座り方
初級 1 17課 家族の呼び方
初級 2 10課 葬式

ふくおか【福岡】 入門 4課 日本の主な都市
初級 2 4課 ラーメン

ふくごうご【複合語】 入門 2課 略語
ふくざわゆきち【福沢諭吉】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣
ふくしまけん【福島県】 初級 2 4課 ラーメン
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ふくそう【服装】 入門 8課 制服
ふざいつうち【不在通知】 初級 2 14課 宅配便
ふじきゅうハイランド
	 【富士急ハイランド】

初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺

ふじこ・エフ・ふじお【藤子・F・不二雄】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
ふじごこしゅうへん【富士五湖周辺】 初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
ふじさん【富士山】 入門 12課 日本の山

入門 18課 富士登山
初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺

ふじとざん【富士登山】 入門 18課 富士登山
ふじんか【婦人科】 初級 1 15課 日本の病院に行く
ふすま【ふすま】 入門 7課 日本の家
ふつうたい【普通体】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
ぶっきょう【仏教】 初級 1 6課 お寺と神社

初級 2 10課 葬式
ぶっさんてん【物産展】 初級 2 11課 デパートの特設フェア
ぶつぞう【仏像】 初級 1 6課 お寺と神社
ふで【筆】 初級 1 10課 書道
ぶどう【武道】 入門 12課 空手

初級 1 10課 合気道
ぶどうじょう【武道場】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ふとん【ふとん／布団】 入門 7課 日本の家

入門 7課 ふとん
初級 2 14課 クリーニングサービス

ふとんかんそうき【ふとん乾燥機】 入門 7課 ふとん
ふねんごみ【不燃ごみ】 初級 2 15課 ごみの分別
ふゆ【冬】 入門 2課 おでん

入門 14課 自動販売機
初級 1 3課 日本の気候
初級 2 4課 焼きいも
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 14課 クリーニングサービス

フライ【フライ】 初級 2 3課 フライ
フライドチキン【フライドチキン】 初級 2 9課 日本の年中行事

初級 2 10課 フードコート
フライドポテト【フライドポテト】 入門 6課 おつまみ
フリータイム【フリータイム】 初級 1 18課 カラオケ
フリーペーパー【フリーペーパー】 初級 2 2課 コミュニティ誌
フリーマーケット【フリーマーケット】 入門 16課 値段を聞く

初級 2 7課 フリーマーケット
初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ

ふりかえきゅうじつ【振替休日】 入門 18課 ゴールデンウィーク
ブリしゃぶ【ブリしゃぶ】 初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
フリマ【フリマ】 初級 2 7課 フリーマーケット

初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ
フリマアプリ【フリマアプリ】 初級 2 14課 宅配便
フルコンタクトからて
	 【フルコンタクト空手】

入門 12課 空手
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プレイステーション
	 【プレイステーション】

入門 11課 日本のゲーム

ブレイブブロッサムズ
	 【Brave	Blossoms】

入門 11課 サッカー／ラグビー

フレッシュネスバーガー
	 【フレッシュネスバーガー】

入門 6課 日本のハンバーガー店

ふろ【風呂】 入門 7課 日本の家
入門 7課 日本の住宅の種類
入門 15課 日本のいろいろな店
入門 18課 温泉
初級 1 3課 梅雨
初級 1 5課 入浴施設
初級 2 9課 日本の年中行事

ふろば【風呂場】 入門 7課 日本の家
プロやきゅう【プロ野球】 初級 1 2課 野球
プロレス【プロレス】 初級 1 8課 プロレス
プロレスだんたい【プロレス団体】 初級 1 8課 プロレス
ぶんかかいかん【文化会館】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ぶんがく【文学】 入門 11課 日本のマンガ

入門 11課 日本の文学
ぶんかしせつ【文化施設】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ぶんかセンター【文化センター】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ぶんべつしゅうしゅう【分別収集】 初級 2 15課 ごみの分別
へいあんじだい【平安時代】 入門 3課 日本の文字
へいせい【平成】 入門 3課 元号
ペイペイ【PayPay】 入門 16課 電子マネー
ベッド【ベッド】 入門 7課 ふとん

入門 7課 日本の住宅の種類
初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス

ペットボトル【ペットボトル】 入門 8課 お茶
べっぷおんせん【別府温泉】 入門 18課 温泉
べつりょうきん【別料金】 入門 9課 映画を見る

初級 1 15課 日本の病院に行く
初級 2 3課 おかわり／大盛り
初級 2 3課 ドリンクバー
初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス

べにショウガ【紅ショウガ】 入門 5課 丼物
へび【巳】 入門 4課 年齢を聞く
へんきゃくぐち【返却口】 初級 2 10課 フードコート
べんじょ【便所】 入門 15課 トイレの呼び方
べんとう【弁当】 入門 18課 新幹線

初級 1 11課 アレルギー表示
初級 1 12課 お弁当

へんぱい【返杯】 初級 2 10課 地方ごとの風習
べんろんたいかい【弁論大会】 初級 2 8課 日本語スピーチコンテスト
ポイントカード【ポイントカード】 入門 15課 日本のいろいろな店

初級 2 11課 ポイントカード
初級 2 14課 理髪店／美容院
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ぼうさいグッズ【防災グッズ】 初級 2 16課 非常持ち出し袋と防災グッズ
ぼうさいくんれん【防災訓練】 初級 2 16課 防災訓練
ぼうさいのひ【防災の日】 初級 2 16課 防災訓練
ぼうさいむせんほうそう【防災無線放送】 初級 2 7課 地域の防災無線放送
ほうとう【ほうとう】 初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
ほうりゅうじ【法隆寺】 初級 1 6課 お寺と神社
ホームセンター【ホームセンター】 入門 15課 日本のいろいろな店
ホール【ホール】 初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設
ほくりくしんかんせん【北陸新幹線】 入門 18課 新幹線
ほくりくちほう【北陸地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
ポケモン【ポケモン】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
ポケモンゴー【Pokémon	GO】 入門 11課 日本のゲーム
ほこうしゃようしんごう【歩行者用信号】 初級 1 6課 信号
ほししんいち【星新一】 入門 11課 日本の文学
ほたかだけ【穂高岳】 入門 12課 日本の山
ホタルイカ【ホタルイカ】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
ホチキス【ホチキス】 入門 10課 和製英語
ポチぶくろ【ポチ袋】 初級 2 9課 日本のお正月
ほっかいどう【北海道】 入門 4課 日本の海

入門 7課 日本の住所のシステム
初級 1 3課 日本の気候
初級 2 4課 ラーメン
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 スキー／スキー場

ほっかいどうしんかんせん
	 【北海道新幹線】

入門 18課 新幹線

ほっかいどうちほう【北海道地方】 初級 2 16課 日本の地方区分
ぼっちゃん【坊ちゃん】 入門 11課 日本の文学
ポップミュージック【ポップミュージック】 初級 2 1課 J-POP ／ Perfume
ポテチ【ポテチ】 入門 2課 略語
ホテル【ホテル】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
ボランティア【ボランティア】 初級 1 9課 地域の日本語教室

初級 2 8課 国際交流フェスティバル
初級 2 14課 外国人向けの公共サービス
初級 2 18課 日本語の勉強法

ボルテスファイブ【ボルテスV】 初級 2 1課 アニソン
ぼんおどり【盆踊り】 入門 12課 夏祭り

初級 2 7課 盆踊り
ポンず【ポン酢】 初級 2 4課 しゃぶしゃぶ
ほんだいしろう【本多猪四郎】 入門 17課 ゴジラ
ポンタカード【Ponta カード】 初級 2 11課 ポイントカード

ま
マイ～【マイ～】 入門 10課 和製英語
マイカー【マイカー】 入門 10課 和製英語
まいこさん【舞妓さん】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
マイバッグ【マイバッグ】 入門 10課 和製英語

初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ
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マイホーム【マイホーム】 入門 10課 和製英語
まきずし【巻き寿司／巻きずし】 入門 5課 日本の食べ物

初級 2 4課 手巻きずし
マクドナルド【マクドナルド】 入門 6課 日本のハンバーガー店

入門 10課 スマホの充電
マグニチュード【マグニチュード】 初級 2 16課 マグニチュードと震度
まぐろどん【まぐろ丼】 入門 5課 丼物
マジック【マジック】 入門 10課 和製英語
マスク【マスク】 初級 1 15課 花粉症

初級 1 16課 マスク
まち【町】 入門 7課 日本の住所のシステム
まちあいしつ【待合室】 初級 1 15課 日本の病院に行く
まつ／たけ／うめ【松／竹／梅】 入門 5課 丼物
まっちゃ【抹茶】 入門 8課 お茶
マットレス【マットレス】 入門 7課 ふとん
まつもとじょう【松本城】 初級 1 8課 日本の城
まつや【松屋】 入門 5課 丼物
まつやまじょう【松山城】 初級 1 8課 日本の城
まつり【祭り】 初級 2 6課 たこ焼き

初級 2 7課 祭りと神輿
初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板
初級 2 7課 花火大会
初級 2 7課 盆踊り
初級 2 8課 カラオケ大会
初級 2 9課 日本の年中行事
初級 2 17課 和太鼓

まどり【間取り】 入門 7課 日本の家
マナー【マナー】 入門 18課 温泉

初級 1 7課 遅刻
マナーモード【マナーモード】 初級 2 10課 携帯電話マナー
まねきねこ【招き猫】 入門 16課 招き猫
マリンスポーツ【マリンスポーツ】 入門 4課 日本の海

初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
マンガ【マンガ】 入門 11課 日本のマンガ

入門 11課 日本のゲーム
入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ
入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
初級 2 1課 食べ歩き
初級 2 13課 図書館

マンガきっさ【マンガ喫茶】 入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ
マンガざっし【マンガ雑誌】 入門 11課 日本のマンガ
マンション【マンション】 入門 7課 日本の住宅の種類
み【巳】 入門 4課 年齢を聞く
みこさん【巫女さん】 初級 1 6課 お寺と神社
みこし【神輿】 初級 2 7課 祭りと神輿
みしまゆきお【三島由紀夫】 入門 11課 日本の文学
みず【水】 入門 6課 おしぼりと水



日本の生活TIPSインデックス - 44

項目 冊 課 記事タイトル
￢

みずきいちろう【水木一郎】 初級 2 1課 アニソン
みそ【味噌】 入門 5課 日本の朝食

初級 2 4課 ラーメン
初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
初級 2 9課 日本のお正月

みそしる【味噌汁】 入門 5課 日本の朝食
入門 14課 自動販売機
初級 2 3課 定食
初級 2 3課 おかわり／大盛り

みそラーメン【味噌ラーメン】 初級 2 4課 ラーメン
みちのえき【道の駅】 初級 2 7課 道の駅
ミックスフライ【ミックスフライ】 初級 2 3課 フライ
みどりのひ【みどりの日】 入門 18課 ゴールデンウィーク
みなと【みなと】 初級 2 18課 日本語の勉強法
みなとみらいにじゅういち
	 【みなとみらい 21】

入門 18課 横浜

ミナミ【ミナミ】 初級 2 6課 串カツ
みなみアルプス【南アルプス】 入門 12課 日本の山
みふねとしろう【三船敏郎】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
みぶんしょうめいしょ【身分証明書】 入門 2課 在留カード
みやげ【土産】 入門 16課 日本の紙幣／貨幣

入門 16課 招き猫
初級 1 17課 お守り
初級 2 7課 道の駅
初級 2 14課 宅配便
初級 2 17課 ほめられたとき

みやこし【宮古市】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
みやこじま【宮古島】 初級 2 10課 地方ごとの風習
みやざきはやお【宮崎駿】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん

初級 1 2課 スタジオジブリ
みょうじ【苗字】 入門 3課 名前の呼び方

初級 1 14課 印鑑／ハンコ
みりん【みりん】 初級 1 12課 卵焼き

初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
みんしゅく【民宿】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
むぎちゃ【麦茶】 入門 8課 お茶
むしよけ【虫除け】 入門 2課 蚊
むら【村】 入門 7課 日本の住所のシステム
むらかみはるき【村上春樹】 入門 11課 日本の文学
むらさきしきぶ【紫式部】 入門 11課 日本の文学
めいじ【明治】 入門 3課 元号
めいじじだい【明治時代】 入門 5課 日本の食べ物

入門 11課 日本の文学
めいたんていコナン【名探偵コナン】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
めいぶつりょうり【名物料理】 初級 2 1課 食べ歩き

初級 2 4課 郷土料理
初級 2 6課 ゆば
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初級 2 7課 道の駅
めうえ【目上】 入門 4課 年齢を聞く

初級 1 1課 「目上」と「目下」
初級 1 17課 家族の呼び方
初級 2 10課 地方ごとの風習

メガもり【メガ盛り】 初級 2 3課 おかわり／大盛り
メコンがわ【メコン川】 入門 14課 日本の川
めした【目下】 入門 4課 年齢を聞く

初級 1 1課 「目上」と「目下」
初級 2 10課 地方ごとの風習

メルカリ【メルカリ】 初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ
メンチカツ【メンチカツ】 入門 16課 コロッケ

初級 2 3課 フライ
めんるい【麺類】 入門 5課 日本の食べ物
もえないごみ【燃えないごみ】 初級 2 15課 ごみの分別
もえるごみ【燃えるごみ】 初級 2 15課 ごみの分別
もくぞう【木造】 入門 7課 日本の家

入門 7課 日本の住宅の種類
入門 14課 わび・さび
初級 1 6課 お寺と神社

もじ【文字】 入門 2課 略語
入門 3課 日本の文字
初級 1 10課 書道
初級 1 13課 日本のトイレ
初級 1 14課 印鑑／ハンコ
初級 1 18課 日本人の名前
初級 2 13課 やさしい日本語

モスバーガー【モスバーガー】 入門 6課 日本のハンバーガー店
もち【餅】 入門 18課 どら焼き

初級 2 9課 日本のお正月
初級 2 9課 餅つき

もちつき【餅つき】 初級 2 9課 餅つき
もちつきたいかい【餅つき大会】 初級 2 9課 餅つき
もののけひめ【もののけ姫】 入門 18課 日本のアニメ／君の名は。／ドラえもん
モバイルバッテリー
	 【モバイルバッテリー】

入門 10課 スマホの充電

もふく【喪服】 初級 2 10課 葬式
もんしんひょう【問診票】 初級 1 15課 日本の病院に行く

や
やかたぶね【屋形船】 入門 14課 日本の川
やきいも【焼きいも】 初級 2 4課 焼きいも
やきおにぎり【焼きおにぎり】 初級 1 11課 バーベキュー
やきざかな【焼き魚】 入門 5課 日本の朝食
やきざかなていしょく【焼き魚定食】 初級 2 3課 定食
やきそば【焼きそば】 入門 12課 夏祭り

初級 1 11課 バーベキュー
初級 1 12課 カップ焼きそば
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やきとり【焼き鳥】 入門 5課 丼物
初級 1 11課 スーパーの惣菜コーナー
初級 1 11課 焼き鳥

やきとりや【焼き鳥屋】 初級 1 11課 焼き鳥
やきにくていしょく【焼肉定食】 初級 2 3課 定食
やきにくのたれ【焼き肉のたれ】 初級 2 4課 しょうゆ／ソース／つゆ／たれ
やきゅう【野球】 初級 1 2課 野球
やくしょ【役所】 入門 3課 元号

入門 8課 FAX
初級 1 14課 印鑑／ハンコ
初級 1 18課 日本人の名前
初級 2 16課 自然災害とハザードマップ

やくしょく【役職】 初級 1 1課 「目上」と「目下」
やぐら【やぐら】 初級 2 7課 盆踊り
やけい【夜景】 入門 14課 日本の高い建物

入門 18課 富士登山
やさしいにほんご【やさしい日本語】 初級 2 13課 やさしい日本語
やたい【屋台】 入門 2課 おでん

入門 12課 夏祭り
初級 2 4課 焼きいも
初級 2 6課 たこ焼き
初級 2 7課 花火大会
初級 2 7課 盆踊り
初級 2 8課 国際交流フェスティバル

やちん【家賃】 入門 7課 日本の住宅の種類
やっきょく【薬局】 初級 1 15課 花粉症
ヤフオク【ヤフオク】 初級 2 12課 フリマサイト／フリマアプリ
やま【山】 入門 12課 日本の山

初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

やまがたしんかんせん【山形新幹線】 入門 18課 新幹線
やまごや【山小屋】 入門 18課 富士登山
ヤマダでんき【ヤマダ電機】 入門 10課 スマホの充電
やまだようじ【山田洋次】 入門 12課 『男はつらいよ』シリーズ
やまなかこ【山中湖】 初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
やまなしけん【山梨県】 初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺
やまのさち【山の幸】 初級 2 5課 スキー／スキー場
ユーエスジェー【USJ】 初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
ゆうきゅうきゅうか【有給休暇】 初級 1 14課 有給休暇
ゆうじんかいさつ【有人改札】 入門 13課 交通機関の利用のし方
ユーチューブ【YouTube】 初級 1 9課 アニメで日本語を勉強する

初級 2 1課 J-POP ／ Perfume
ゆうびんばんごう【郵便番号】 入門 7課 日本の住所のシステム
ゆうらんせん【遊覧船】 入門 14課 日本の川

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）
ゆかた【浴衣】 初級 2 7課 浴衣
ゆき【雪】 初級 1 3課 日本の気候
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初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）

ゆきまつり【雪まつり】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
ユニバーサルスタジオジャパン
	 【ユニバーサルスタジオジャパン】

初級 2 6課 日本の観光地 3（大阪／ハウステンボス／高尾山／浄土ヶ浜）

ユニフォーム【ユニフォーム】 入門 11課 サッカー／ラグビー
ゆのみ【湯飲み】 入門 8課 お茶
ゆば【ゆば】 初級 2 6課 ゆば
ゆぶね【湯船】 入門 18課 温泉

よ
ようしきトイレ【洋式トイレ】 入門 7課 日本の家

初級 1 13課 日本のトイレ
ようしょく【洋食】 初級 2 3課 フライ
ようじんぼう【用心棒】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
ようふくのサイズ【洋服のサイズ】 初級 2 11課 洋服のサイズ
ようめいもん【陽明門】 初級 2 5課 日本の観光地 2（日光／奈良／富山／長野）
よこずわり【横座り】 初級 1 17課 和室での座り方
よこはま【横浜】 入門 4課 日本の主な都市

入門 14課 日本の高い建物
入門 18課 横浜

よしのや【吉野家】 入門 5課 丼物
よしもとばなな【吉本ばなな】 入門 11課 日本の文学
よせがき【寄せ書き】 初級 1 18課 寄せ書き

初級 2 18課 送別会
ヨドバシカメラ【ヨドバシカメラ】 入門 10課 スマホの充電
よびだし【呼出】 初級 1 13課 日本のトイレ
よびだしボタン【呼び出しボタン】 初級 1 13課 日本のトイレ

ら
ラーメン【ラーメン】 初級 1 12課 カップ焼きそば

初級 2 1課 食べ歩き
初級 2 4課 ラーメン
初級 2 10課 フードコート

ライスバーガー【ライスバーガー】 入門 6課 日本のハンバーガー店
ライトノベル【ライトノベル】 入門 11課 日本の文学
ラインペイ【LINE	Pay】 入門 16課 電子マネー
らくてんエディ【楽天 Edy】 入門 16課 電子マネー
ラグビー【ラグビー】 入門 11課 サッカー／ラグビー
ラグビー・ワールドカップ
	 【ラグビー・ワールドカップ】

入門 11課 サッカー／ラグビー

ラジオたいそう【ラジオ体操】 入門 9課 朝礼
らしょうもん【羅生門】 初級 2 2課 三船敏郎／七人の侍
ラッシュ【ラッシュ】 入門 13課 通勤事情
ラノベ【ラノベ】 入門 11課 日本の文学
ランゲート【Lang-8】 初級 2 1課 SNSの日本語学習グループ
ランドマークタワー
	 【ランドマークタワー】

入門 14課 日本の高い建物
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入門 18課 横浜
りはつてん【理髪店】 初級 2 14課 理髪店／美容院
リビングルーム【リビングルーム】 入門 7課 日本の家
リモコン【リモコン】 入門 2課 略語
りゃくご【略語】 入門 2課 略語

入門 3課 日本の文字
りゅうきゅう【琉球】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
りゅうつうけいアイシーカード
	 【流通系 ICカード】

入門 16課 電子マネー

りゅうは【流派】 入門 12課 空手
りょう【寮】 入門 7課 日本の住宅の種類
りょうあんじ【龍安寺】 初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
りょうがえ【両替】 入門 13課 交通機関の利用のし方
りょうきん【料金】 入門 5課 日本の食べ物

入門 9課 映画を見る
入門 13課 交通機関の利用のし方
入門 14課 コインロッカー
入門 17課 マンガ喫茶／インターネットカフェ
初級 1 5課 入浴施設
初級 1 15課 日本の病院に行く
初級 1 18課 カラオケ
初級 2 1課 J-POP ／ Perfume
初級 2 5課 日本の観光地 1（北海道／東京／京都／沖縄）
初級 2 5課 高速バス
初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス
初級 2 6課 新幹線の切符
初級 2 10課 お通し
初級 2 13課 公共の文化施設／体育施設

りようしつ【理容室】 初級 2 14課 理髪店／美容院
りょうりきょうしつ【料理教室】 初級 1 10課 公民館

初級 1 10課 料理教室
りょかん【旅館】 初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス

初級 2 7課 浴衣
りょくちゃ【緑茶】 入門 8課 お茶
ルール【ルール】 入門 9課 公営プール

入門 12課 空手
初級 2 3課 自転車ルール
初級 2 6課 串カツ
初級 2 7課 地域の掲示板／回覧板
初級 2 10課 お見舞い
初級 2 14課 外国人向けの公共サービス
初級 2 15課 ごみの分別

れいしゅ【冷酒】 入門 5課 日本酒
れいわ【令和】 入門 3課 元号
レジ【レジ】 入門 6課 居酒屋

入門 16課 電子マネー
初級 1 18課 カラオケ
初級 2 3課 飲食店での会計のし方
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初級 2 3課 飲食店のクーポン
レジぶくろ【レジ袋】 初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ
レジぶくろのゆうりょうか
	 【レジ袋の有料化】

初級 2 15課 レジ袋とマイバッグ

レディースデー【レディースデー】 入門 9課 映画を見る
レトルトしょくひん【レトルト食品】 入門 5課 日本の食べ物
レバー【レバー】 初級 1 11課 焼き鳥
れんあいじょうじゅ【恋愛成就】 初級 1 17課 お守り
れんきゅう【連休】 入門 18課 ゴールデンウィーク
ろうじんかい【老人会】 初級 2 7課 町内会
ろうどう【労働】 入門 9課 朝礼

初級 1 14課 有給休暇
ろうどうしゃ【労働者】 入門 8課 制服

初級 1 14課 有給休暇
初級 2 2課 残業時間

ローマじ【ローマ字】 入門 3課 日本の文字
ろっこうさん【六甲山】 入門 12課 日本の山
ろてんぶろ【露天風呂】 初級 1 5課 入浴施設

初級 2 5課 富士山および富士五湖周辺

わ
ワオン【WAON】 入門 16課 電子マネー
わがし【和菓子】 入門 18課 どら焼き

初級 2 18課 職人
わがはいはねこである
	 【我が輩は猫である】

入門 11課 日本の文学

わさび【わさび】 初級 2 3課 わさび
わしきトイレ【和式トイレ】 初級 1 13課 日本のトイレ
わしきのトイレ【和式のトイレ】 入門 7課 日本の家
わしつ【和室】 入門 7課 日本の家

初級 1 17課 和室での座り方
初級 2 5課 ホテル／旅館／民宿／ゲストハウス

わせいえいご【和製英語】 入門 10課 和製英語
わたあめ【わたあめ】 入門 12課 夏祭り
わだいこ【和太鼓】 初級 2 17課 和太鼓
わどうりゅう【和道流】 入門 12課 空手
わび・さび【わび・さび】 入門 14課 わび・さび
わりかん【割り勘】 初級 2 3課 飲食店での会計のし方
ワンドリンクせい【ワンドリンク制】 初級 1 18課 カラオケ
ワンピース【ONE	PIECE】 入門 11課 日本のマンガ


