
索引
さくいん

初出課

あ アイスクリーム 5-1 あいすくりーむ います 7-1 います

青い 5-2 あおい 今まで 9 いままで

赤い 13 あかい 妹/妹さん 1-2 いもうと/いもうとさん

秋 11-1 あき イルミネーション 13 いるみねーしょん

入れます 21 いれます

色 13 いろ

あげます 9 あげます いろいろな 11-1 いろいろな

朝 2-1 あさ インターネット 16 いんたーねっと

朝ごはん 3 あさごはん う 上 11-2 うえ

アサヒビール 10-1 あさひびーる 歌 1-2 うた

足 21 あし 歌います 12-1 うたいます

あした 2-3 あした うち 2-1 うち

あそびます 5-2 あそびます うつくしい 5-2 うつくしい

あたたかい 3 あたたかい うどん 6 うどん

温まります 21 あたたまります 海 5-2 うみ

頭がいい 8 あたまがいい うれしい 9 うれしい

新しい 4 あたらしい え 絵 11-2 え

暑い 5-2 あつい 映画 15-1 えいが

厚い 21 あつい 映画館 15-1 えいがかん

集まります 10-1 あつまります 駅 2-3 えき

アトラクション 17 あとらくしょん えび 7-2 えび

穴 21 あな 絵本 9 えほん

兄/お兄さん 3 あに/おにいさん えらびます 20 えらびます

アパート 8 あぱーと 円 15-1 えん

あまい 4 あまい お おいしい 4 おいしい

あまり 4 あまり 多い 5-2 おおい

雨 17 あめ 大きい 4 おおきい

あります 7-1 あります 大阪 17 おおさか

歩いて 6 あるいて おおみそか 14 おおみそか

案内所 6 あんないじょ お母さん/母 1-2 おかあさん/はは

い いい 4 いい おかし 12-1 おかし

言います 14 いいます 起きます 2-1 おきます

行きましょう 4 いきましょう お好み焼き 19 おこのみやき

行きます 2-1 いきます お酒 15-1 おさけ

池 7-1 いけ 教えます 19 おしえます

忙しい 13 いそがしい お正月 13 おしょうがつ

痛い 18 いたい おすすめ 4 おすすめ

一度 11-1 いちど おせち料理 14 おせちりょうり

一日 5-1 いちにち 夫/ご主人 1-2 おっと/ごしゅじん

一年 12-1 いちねん お寺 2-3 おてら

いちょう 13 いちょう お父さん/父 1-2 おとうさん/ちち

いつか 11-1 いつか 弟/弟さん 1-2 おとうと/おとうとさん

いっしょに 4 いっしょに おなかがいっぱいです 5-1 おなかがいっぱいです

いつも 2-3 いつも おなかがすきます 15-2 おなかがすきます

今 8 いま 同じ 8 おなじ

あけましておめでとう
　　　　　　　ございます

14 あけましておめでとう
　　　　　　ございます



お兄さん/兄 4 おにいさん/あに 規則 8 きそく

おにぎり 3 おにぎり 着ます 20 きます

お返事　待っています 10-2 おへんじまっています キムチなべ 21 きむちなべ

お弁当 11-2 おべんとう 気持ちがいい 11-2 きもちがいい

おぼえます 9 おぼえます 給食 20 きゅうしょく

おみくじ 14 おみくじ 牛乳 2-3 ぎゅうにゅう

おみやげ 10-1 おみやげ 教室 10-1 きょうしつ

思います 16 おもいます 京都 2-3 きょうと

おもしろい 8 おもしろい 去年 8 きょねん

泳ぎます 5-2 およぎます きらいな 21 きらいな

降ります 18 おります きれいな 7-1 きれいな

終わり 12-1 おわり 金色 7-2 きんいろ

終わります 2-1 おわります 銀行員 1-2 ぎんこういん

か ～階 6 ～かい 金曜日 2-2 きんようび

～回 16 ～かい く 薬 6 くすり

外国人 11-2 がいこくじん くだもの 6 くだもの

改札口 18 かいさつぐち くつ 6 くつ

会社 2-1 かいしゃ くつした 21 くつした

会社員 1-1 かいしゃいん 国(お国） 1-1 くに

買います 2-3 かいます 熊 21 くま

買い物 15-1 かいもの 暗い 13 くらい

買い物します 6 かいものします ぐらい 5-2 ぐらい

カイロ 21 かいろ グラウンド 15-2 ぐらうんど

帰ります 2-1 かえります クリスマス 13 くりすます

かきます（絵を） 11-2 かきます 車 8 くるま

学生 1-1 がくせい け 経験 11-1 けいけん

かさ 18 かさ ケーキ 4 けーき

かざり 13 かざり ゲーム（をします） 12-1 げーむ（をします）

～が好きです 1-1 ～がすきです 景色 5-2 けしき

風 17 かぜ 化粧品 6 けしょうひん

風邪をひきます 18 かぜをひきます 結婚します 8 けっこんします

家族 1-2 かぞく 欠席します 12-2 けっせきします

～方 16 ～かた 月曜日 2-2 げつようび

勝ちます 12-1 かちます 見学 10-1 けんがく

彼女 14 かのじょ 見学します 10-1 けんがくします

かばん 6 かばん 元気な 8 げんきな

カフェ 3 かふぇ こ 子 11-2 こ

かぶります 21 かぶります 鯉 7-1 こい

髪 18 かみ 公園 5-1 こうえん

からい 4 からい 工場 10-1 こうじょう

～から来ました 1-1 ～からきました 紅茶 3 こうちゃ

体 7-2 からだ 後半 15-2 こうはん

カレー 4 かれー 紅葉 13 こうよう

看護師 1-2 かんごし コーヒー 3 こーひー

き 木 7-1 き 午後 2-3 ごご

黄色い 13 きいろい ことし 11-1 ことし

聞きます（to　hear) 2-2 ききます この～ 11-2 この～

聞きます（to　ask) 8 ききます ごはん 4 ごはん



ごみ 19 ごみ 準備 13 じゅんび

これ 1-2 これ 紹介します 4 しょうかいします

小学生 1-2 しょうがくせい

賞品 12-1 しょうひん

～ごろ 7-1 ～ごろ ジョギング 7-2 じょぎんぐ

ころびます 18 ころびます ショッピングモール 15-1 しょっぴんぐもーる

今度 4 こんど 調べます 16 しらべます

今晩 10-1 こんばん 白い 5-2 しろい

コンビニ 2-2 こんびに 新幹線 17 しんかんせん

さ ～歳 1-2 さい 神社 14 じんじゃ

最近 13 さいきん 親切な 6 しんせつな

さいしょに 5-1 さいしょに しんせんな 6 しんせんな

桜 7-1 さくら す 吹田駅 10-1 すいたえき

さそい（おさそい） 12-2 さそい（おさそい） 吹田市 15-1 すいたし

さそいます 10-1 さそいます 水曜日 5-1 すいようび

サッカー 1-1 さっかー スーパー 5-1 すーぱー

サッカーボール 9 さっかーぼーる スープ 7-2 すーぷ

さびしい 8 さびしい 好きです 1-1 すきです

寒い 13 さむい 少ない 17 すくない

寒がり 21 さむがり すごい 16 すごい

さんかします 12-1 さんかします すし 5-2 すし

残業します 12-2 ざんぎょうします スタジアム 15-1 すたじあむ

ざんねんな 12-2 ざんねんな すっかり 13 すっかり

さんぽ 1-2 さんぽ ずっと 15-2 ずっと

し ～時 2-1 ～じ すてきな 6 すてきな

試合 15-1 しあい ストレッチ 15-2 すとれっち

ＪＲ 2-3 じぇいあーる すばらしい 16 すばらしい

滋賀 11-2 しが スピーチ 11-2 すぴーち

時間 12-1 じかん スポーツ 1-1 すぽーつ

〜時間 5-2 〜じかん ズボン 20 ずぼん

仕事 1-1 しごと スマホ(スマートフォン） 16 すまほ（すまーとふぉん）

下着 21 したぎ せ 生活 16 せいかつ

質問 12-1 しつもん 制服 20 せいふく

失礼します 14 しつれいします 席 15-1 せき

自転車 2-3 じてんしゃ 説明 10-1 せつめい

～時半 2-2 ～じはん せなか 21 せなか

します 5-1 します ぜひ 12-1 ぜひ

します（マフラーを） 21 します 先週 11-2 せんしゅう

社員 1-1 しゃいん 前半 15-2 ぜんはん

社員食堂 2-1 しゃいんしょくどう ぜんぶ 9 せんぶ

市役所 16 しやくしょ そ そうじします 2-3 そうじします

写真 2-3 しゃしん そして (then) 2-2 そして

シャツ 20 しゃつ そして (and) 4 そして

ジュース 12-1 じゅーす それから 2-3 それから

祝日 5-1 しゅくじつ それで 9 それで

出発します 17 しゅっぱつします そろそろ失礼します 14 そろそろしつれいします

主婦 1-1 しゅふ た タイ 7-2 たい

しゅみ 11-1 しゅみ 大学 1-1 だいがく

これでわたしの話を
　　　　　　　終わります

11-2 これでわたしのはなしを
　　　　　　おわります



大吉 14 だいきち 店員 1-2 てんいん

だいじょうぶな 18 だいじょうぶな 天気 5-1 てんき

大好きです 4 だいすきです 天気予報 18 てんきよほう

大好きな 9 だいすきな 電車 9 でんしゃ

大仏 7-2 だいぶつ 転入届 19 てんにゅうとどけ

たいへんな 11-1 たいへんな てんぷら 19 てんぷら

太陽の塔 7-1 たいようのとう 電話 10-1 でんわ

ダウンジャケット 21 だうんじゃけっと と ～と～ 1-1 ～と～

高い 4 たかい

たくさん 2-2 たくさん

出します（ごみを） 19 だします トカゲ 7-2 とかげ

助けます 19 たすけます ときどき 3 ときどき

（人）たち 11-2 たち 独身 8 どくしん

楽しい 5-1 たのしい とくに 11-1 とくに

楽しみ 10-1 たのしみ ところ 7-2 ところ

食べます 2-3 たべます 年越しそば 14 としこしそば

食べ物 15-1 たべもの とても 4 とても

誕生日 9 たんじょうび トムヤムクン 7-2 とむやむくん

だんだん 13 だんだん 友だち 2-2 ともだち

ち チーム 15-2 ちーむ 土曜日 2-2 どようび

違います 20 ちがいます とります(写真を） 2-3 とります

近く 4 ちかく な 中 15-1 なか

チケット 15-1 ちけっと 泣きます 18 なきます

父/お父さん 1-2 ちち/おとうさん 夏 20 なつ

中学生 20 ちゅうがくせい 何か 12-1 なにか

中学校 20 ちゅうがっこう なべ料理 21 なべりょうり

中国 1-1 ちゅうごく 名前/お名前 1-1 なまえ

中止 17 ちゅうし なります 13 なります

つ 使います 16 つかいます 慣れます 19 なれます

つぎ 17 つぎ 何回も 17 なんかいも

つぎに 5-1 つぎに に にぎやかな 6 にぎやかな

つきます 5-2 つきます 肉 5-1 にく

作ります 14 つくります ～に住んでいます 1-1 ～にすんでいます

つづけます 15-2 つづけます 日曜日 3 にちようび

つめたい 3 つめたい 日本 5-2 にほん

強い 17 つよい 日本語教室 2-2 にほんごきょうしつ

連れて行きます 19 つれていきます ～人 1-2 ～にん

て 出かけます 15-2 でかけます ぬ ぬいぐるみ 9 ぬいぐるみ

手紙 19 てがみ ぬれます 18 ぬれます

テキスト 2-2 てきすと ね ねます 2-1 ねます

できます 15-1 できます 〜年 15-2 〜ねん

手伝います 14 てつだいます 年賀状 13 ねんがじょう

テニス 1-1 てにす の ～のあと 5-2 ～のあと

手ぶくろ 21 てぶくろ ノート 9 のーと

出ます 18 でます のぼります 11-1 のぼります

でも 4 でも 飲みます 3 のみます

テレビ 14 てれび 乗ります 17 のります

テレビ電話 16 テレビでんわ は 葉 13 は

東京ディズニーランド 17 とうきょう
　　でぃずにーらんど



パーティー 12-1 ぱーてぃー 不安な 19 ふあんな

バーベキュー 5-1 ばーべきゅー フードコート 6 ふーどこーと

～杯 10-1 ～はい/ばい/ぱい プール 9 ぷーる

入ります 15-2 はいります 部活動 20 ぶかつどう

入ります（サッカー部に） 20 はいります 服 6 ふく

ハクション 18 はくしょん 富士山 11-1 ふじさん

博物館 7-1 はくぶつかん 冬 13 ふゆ

始まります 15-2 はじまります 降ります 18 ふります

初め 7-1 はじめ ふるさと 7-2 ふるさと

はじめて 5-2 はじめて プレザー 20 ぶれざー

はじめまして 1-1 はじめまして プレゼント 9 ぷれせんと

走ります 18 はしります ～分 2-1 ふん／ぷん

バス 2-3 ばす へ ベトナム 1-1 べとなむ

はたらきます 2-1 はたらきます へや 2-3 へや

はつもうで 14 はつもうで 勉強します 2-1 べんきょうします

花 7-1 はな 返事 10-1 へんじ

話 2-2 はなし 便利な 6 べんりな

話します 2-2 はなします ぼうし 21 ぼうし

花火 17 はなび ほ 忘年会 12-1 ぼうねんかい

花見 7-1 はなみ ぼく 9 ぼく

母/お母さん 1-2 はは／おかあさん ほしい 9 ほしい

はります 21 はります ボランティア 10-1 ぼらんてぃあ

パレード 17 ぱれーど ほんとうに 11-1 ほんとうに

晩 15-1 ばん ま ～枚 21 ～まい

パン 3 ぱん 毎朝 2-2 まいあさ

阪急電車 2-3 はんきゅうでんしゃ 毎週 2-2 まいしゅう

バンコク 7-2 ばんこく 毎月 11-1 まいつき

晩ごはん 2-3 ばんごはん 毎年 7-1 まいとし

パンダ 9 ぱんだ 毎日 17 まいにち

半年 15-2 はんとし 毎晩 9 まいばん

ハンバーガー 3 はんばーがー また 11-2 また

町 7-1 まち

まで 11-2 まで

ひ 日 2-2 ひ マフラー 21 まふらー

ビーチ 5-2 びーち まよいます 11-1 まよいます

ビール 2-3 びーる まわり 7-2 まわり

ビール作り 10-1 びーるづくり マンゴー 7-2 まんごー

比叡山 11-2 ひえいざん み みじかい 17 みじかい

引っこします 8 ひっこします 水 5-2 みず

人 5-2 ひと 店 3 みせ

ひまな 17 ひまな 道 11-1 みち

病気 19 びょうき 見つけます 11-1 みつけます

昼 2-1 ひる 緑 7-2 みどり

昼ごはん 5-2 ひるごはん みなさん 12-1 みなさん

広い 4 ひろい 見ます 14 みます

広場 5-1 ひろば みんなで 10-1 みんなで

ふ ～部 20 ～ぶ む むすこ 9 むすこ

ファストフード 3 ふぁすとふーど 娘/娘さん 1-2 むすめ/むすめさん

万博公園
(万博記念公園）

7-1 ばんぱくこうえん
(ばんぱくきねんこうえん)



無料 5-1 むりょう わ わかります 8 わかります

め メートル 11-1 めーとる 忘れます 18 わすれます

メール 10-1 めーる 忘れ物 18 わすれもの

めずらしい 11-1 めずらしい わたし 1-1 わたし

も もう 14 もう わたしたち 5-2 わたしたち

もうしこみ 12-1 もうしこみ ワット・ポー 7-2 わっと・ぽー

もうしこみます 10-1 もうしこみます を ～を知っていますか 7-2 ～をしっていますか

もうすぐ 13 もうすぐ

モール 6 もーる

もちろん 10-1 もちろん

持っています 8 もっています

物 6 もの

モノレール 15-1 ものれーる

もみじ 11-1 もみじ

もらいます 9 もらいます

や 〜屋 5-2 〜や

〜や〜 5-1 〜や〜

やさい 5-1 やさい

やさしい 8 やさしい

安い 6 やすい

休み 2-3 やすみ

休みます 2-1 やすみます

屋台 7-2 やたい

山 5-1 やま

山のぼり 11-1 やまのぼり

ゆ 夕方 5-2 ゆうがた

有名な 6 ゆうめいな

雪 11-1 ゆき

湯たんぽ 21 ゆたんぽ

よ 幼稚園 19 ようちえん

ヨーグルト 3 よーぐると

よく 4 よく

汚れます 18 よごれます

読みます 2-2 よみます

夜 2-1 よる

よろしくお願いします 1-1 よろしくおねがいします

弱い 18 よわい

ら ラーメン屋 2-3 らーめんや

来月 10-1 らいげつ

来週 12-1 らいしゅう

両親/ご両親 1-2 りょうしん/ごりょうしん

料理 1-1 りょうり

り 旅行 17 りょこう

る ルームメイト 2-3 るーむめいと

ルンピニ公園 7-2 るんぴにこうえん

れ レストラン 1-2 れすとらん

練習 9 れんしゅう

連絡します 12-1 れんらくします







すまほ（すまーとふぉん）


