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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 Данное пособие посвящено сложному и важному лексическому яв-
лению японского языка – гайрайго (заимствованная лексика японского 
языка). В исследованиях специалистов методики преподавания япон-
ского языка говорится о том, что в речи студентов встречаются много-
численные ошибки в употреблении заимствованной лексики. 
 Основной трудностью является то, что трансформация единиц за-
имствованной лексики происходит по правилам японской фонологии и 
фонотактики. В связи с этим затруднения вызывает не только сам про-
цесс формирования навыков употребления единиц заимствованной 
лексики в устной и письменной речи, но и предварительный этап – 
усвоение правил транскрипции иностранных слов в японском языке. 
 Также высокая частотность использования заимствованной лекси-
ки, которая объясняется глобальными изменениями в области языко-
вой культуры, делает обучение навыкам употребления единиц данного 
лексического слоя первостепенной задачей. 
 Сказанное выше определяет содержание и структуру пособия. Пер-
вая часть включает 11 тематических разделов, в каждом из которых 
представлен список лексических единиц гайрайго в современном япон-
ском языке, дополненный примерами. Вторая часть состоит из упраж-
нений и проверочных заданий, соответствующих среднему и продвину-
тому этапу изучения японского языка. Основное место отводится 
упражнениям, направленным на выработку навыков употребления за-
имствованной лексики. Кроме того, предлагаются упражнения аналити-
ческого характера, целью которых является использование изученных 
лексических явлений в определенных ситуациях. 
 Практикум предназначен для студентов, изучающих японский язык 
на среднем и продвинутом этапах обучения (3−4 курсы) языковых 
направлений, а также для тех, кто готовится к сдаче экзамена по опре-
делению уровня владения японским языком (Норёку Сикэн). Целью 
практикума является введение и закрепление заимствованной лексики 
современного японского языка в объеме, предусмотренном экзаменом 
Норёку Сикэн на уровнях N 1, N 2, N 3. 
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РАЗДЕЛ 1. Одежда, еда, жилище 
 
Ⅰ 衣・食・住 

ことば 
語 源 

例  文 意 味 
日本語のことば 

アルコール 

alcohol(ｵ) アルコールは控えるようにと、医者に言われた。 
алкоголь 
спиртные напитки 
酒 

インスタント 

instant 朝は忙しいので、インスタントコーヒーを飲む。 
продукты быстрого 
приготовления 
即席食品 

オーダー（する） 
order ・レストランでアルバイトしたとき、客のオーダーがなかなか

覚えられなかった。 
・自分の足に合わせて、デパートで靴をオーダーした。 

заказ 
注文 

シュガーレス 
sugarless 健康のため、炭酸飲料はできるだけシュガーレスのを選んでい

る。 без сахара 
砂糖の入っていない 

ストック（する） 
stock ・災害用に東京都は、1 週間分の食料をストックしている。 

・人気商品のテレビゲームのストックがなくなり、あわてて発

注した。 
запасы  
在庫品、手持ち品 

セルフサービス 
self-service このカフェはセルフサービスだから、自分で運ばないと。 
самообслуживание  
 

バイキング 
viking(*1)  

バイキングは安そうだが、そんなには食べられないと思う。 шведский стол 
食べ放題料理 

パック 

pack ・あのスーパーでは、卵 1 パック 100 円で売っている。 
・一人暮らしなので、少量ずつパックされたおかずをよく買

う。 
・パックの海外旅行なら、気楽だ。 

1) упаковка, картон-
ная упаковка 
2) туристический 
пакет 
ひとまとめのもの 

ファストフード 
fast food 忙しい時は、つい昼食をファストフードで済ませてしまう。 
фаст-фуд 
即席料理 

ファミリーレストラ

ン 

family + restaurant 子供連れの外食には、ファミリーレストランへよく行く。 
семейный ресторан 
家族連れで気軽に、比

較的安価に食事のでき

るレストラン 

フレッシュ（な） 
fresh あの店は、フレッシュジュースがおいしい。 
свежий  
新鮮な 

ペットボトル 

pet (*2)bottle 空になったペットボルは、ここに捨ててください。 
пластиковая 
бутылка 
 

ホット 

hot ・どんな暑いときでも、コーヒーはホットの方が好きだ。 
・インターネットでホットな情報を手に入れる。 горячий  

暑い、暑い、非常に新

しい 
ラストオーダー last order このレストランはラストオーダーが 9 時半で、閉店が 10 時だ
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последний заказ って。 
最終の注文 

レシピ 
recipe てんぷらのレシピを友人にもらい、自分で作ってみた。 
рецепт  
調理法 

レトルト 
retort (ｵ) お湯で温めて食べられるレトルト食品は、非常用食品にもな

る。 полуфабрикат 
 

   

アクセサリー 

accessory デパートのアクセサリー売り場で、かわいい指輪を買った。 
аксессуары 
украшение  
装飾品、付属品 

オーソドックス 
orthodox(ｷﾞ) 面接にはオーソドックスなスーツで行った方がいい。 
строгий 
正統 

カジュアル（な） 

casual 休日はカジュアルな服装で過ごす。 
свободный стиль 
повседневная 
(одежда) 
略式の服装、普段着 

コーディネート 

coordinate 季節や服に合わせて、バッグをコーディネートする。 
координировать 
подбирать  
組み合わせ、調整 

ジーンズ 
jeans ジーンズはアメリカで作業服として生まれた。 
джинсы 
細綾織り綿布 

シック（な） 
chic(ﾌ) 今日の彼女のドレスはシックですてき。 
шикарный  
粋な、しゃれている 

ジッパー 
ファスナー 
チャック 

zipper, fastener,(*3) コートのファスナーが壊れちゃった。 
молния  
 

ショート 
short 今日はショート丈のコートでも十分暖かい。 
короткий  
短い 

シンプル（な） 
simple 私はシンプルな服が好きだ。 
простой  
単純、簡素、素朴 

スタイル 

style ・彼女はスタイルがいいので、どんな服もよく似合う。 
・環境を配慮した新しい経営スタイルが提案された。 конституция 

стиль 
容姿、型 

スリム（な） 
slim 彼は昔からスリムな体型だ。 
стройный  
ほっそりしている 

センス 
（がいい、が悪い） 

sense 彼女はセンスがいいので、同じ服を着ても私より素敵に見え

る。 вкус  
感覚、感受性 

ファッション 
fashion 若者のファッションは雑誌の影響が大きい。 
мода  
流行、特に服装の流行 

フォーマル formal 明日のパーティーはフォーマルな服装で行かなければならな

い。 формальный  
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儀礼的、形式的 

ブランド 
brand この靴はイタリアの有名ブランドのものだ。 
марка, бренд 
商標、銘柄 

ミニ 

mini ・寒い日でも、ミニをはいている若い女性をよく見かける。 
・この電車の模型は 1/50 のミニサイズになっている。 мини 

маленький по 
размеру 
ミニスカート、小型の 

   

インターホン 
interphone 着いたら、インターホンで呼び出してください。 
домофон  
屋内有線通話装置 

ガムテープ 
gummed tape この箱の口をガムテープでしっかり閉じてください。 
 
粘着テープの一種 

コード 
cord 電気製品のコードはまとめておくと邪魔にならない。 
провод  
電線 

コンセント 

(*4) wall socket, out-
let 

このコンセントを使ってもいいですか。 

розетка  
電気の差し込み 

コンロ 
cooking stove 火事の心配がないように、電気コンロにしよう。 

 
 

кухонная плита 
焜炉（こんろ）(*5) 

シュレッダー 

shredder 個人情報が漏れないように、シュレッダーにかけてから捨て

る。 измельчитель 
бумаги 
文書細断機 

スイッチ 
（を入れる、押す） 

switch その右側のスイッチを押すと、部屋の電気がつきます。 
кнопка 
переключателя 
電気点滅器 

スペース 
space 庭が狭くて花を植えるスペースがない。 
пространство  
空間、余白、場所 

セキュリティー 

security セキュリティーのいいマンションを買いたい。 
безопасность 
охрана  
安全保障、保安 

センサー 

sensor ガスが漏れると、センサーが感知して、音で知らせる。 
сенсор 
датчик  
感知器 

ソファー 
sofa ホテルのロビーのソファーに座って、友達を待った。 
диван  
ふかふかした長いす 

電気スタンド 

 部屋を出る時は、電気スタンドを消すのを忘れないで。 
электрическая 
настольная лампа 
卓上の照明器具 

バリアフリー 
barrier-free 高齢者向けに段差のないバリアフリー住宅が必要だ。 
без барьеров 
障壁なし 

プラグ plug 使わないときは、電気製品のプラグを抜いた方がいい。 
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（を差し込む、を抜く） вилка 
電気回路接続用差込

み栓 

リビング（ルーム） 
living room リビングに家族が集まって、みんなでゲームをした。 
гостиная  
居間、茶の間 

リフォーム（する） 

reform ・家が古くなったので、台所のリフォームを考えている。 
・母の着物をリフォームして、バッグにした。 ремонт 

ремонтировать 
改築、仕立て直し 

リモコン 

remote controller テレビもエアコンもリモコンで操作できるので便利だ。 
пульт 
дистанционного 
управления 
遠隔操作装置 

 
(*1) 北欧のスモーガスボード（スカンジナビア式の前菜）を日本向きに改称。1958 年

帝国ホテルが始めた。 
(*2) ポリエチレン・テレフタレート 
(*3)チャック：1928 年、巾着（きんちゃく）のようによく締まることから付けられた 
(*4)東京電燈会社勤務の小林勲が作ったことば 
(*5)カタカナで使われることが多いが、日本語のことばである 
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  РАЗДЕЛ 2. Покупки, транспорт, путешествие 
 
Ⅱ 買い物・交通・旅行 

ことば 
語 源 

例  文 意 味 
日本語のことば 

アフターケア 
アフターサービス 

aftercare, 
after + service 

値段はともかく、アフターケアがしっかりした店で買おう。 

гарантийное 
обслуживание 
販売後のサービス 

オークション 
auction これはオークションに出せば、高い値段がつくかもしれない。 
аукцион  
競売 

オープン（する） 
オープン（な） 

open ・このデパートは年内にオープンの予定です。 
・小林さんはオープンな性格で、みんなに好かれている。 открывать 

открытый  
開業、率直な 

カタログ 
catalogue 忙しいので、カタログから選んで注文することにした。 
каталог  
目録、営業案内 

キャッシュバック 

cash back このカードで買い物をしてポイントを集めると、キャッシュバ

ックが受けられる。 возврат денег 
наличными 
現金の払い戻し 

クレーム 
（をつける） 

claim 買って届けてもらったテーブルに傷がついていたので、店にク

レームをつけた。 подавать жалобу 
苦情申し立て 

コーナー 

corner スーパーの鮮魚コーナーで、刺身を買った。 
отдел  
特定の目的のため

の床の一部分 

コンビニ 

convenience store 私の朝ごはんはコンビニの弁当だ。 
небольшой 
супермаркет 
 

サービス（する） 
サービス 
（がいい、が悪い） 

service ・本日ご来店の方には、コーヒーを一杯サービスします。 
・あの店は味はいいが、店員のサービスが悪い。 
 

обслуживать 
обслуживание  
奉仕、接待、おま

け 

サンプル 

sample 駅前で、新しい健康食品のサンプルを配っていた。 
пробник  
образец 
見本、試供品 

セール 
bargain sale 冬のセールで、コートを買った。 
распродажа  
大売り出し 

セット 

set ・この商品は３点セットです。一つだけはお売りしません。 
・寝坊しないように、目覚まし時計をセットした。 набор 

установка  
組み合わせた１

式、設定すること 

ディスカウント discount ・駅前の新しいディスカウント店は、日用品が本当に安い。 
・明日から３日間、テレビを 20％ディスカウントします。 скидка  
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（する） 割引 

トータル（する） 
トータル 
（に考える、見る） 

total ・シャツ 2 枚と靴１足買って、トータル７千円だった。 
・技術力、資本、人材などをトータルに考えた経営計画を立て

る必要がある。 
подводить итог 
итого  
合計、全体 

フリーダイヤル 

free + dial ご注文はフリーダイヤルでどうぞ。 
бесплатный звонок  
電話料金着信人払

い 

フリーマーケット 
flea market フリーマーケットで使わなくなった子供のおもちゃを売る。 
блошиный рынок 
のみの市 

フロア 

floor 夕方、地下一階の食品フロアは買い物客でにぎわう。 
уровень 
этаж 
床、階 

レシート 
receipt 保証書と一緒にレシートも保管しておいてください。 
чек  
領収書 

レジ 

cash register レジにたくさん人が並んでいるので、買い物をする気がなくな

った。 касса  
自動金銭登録器、

店の会計係 

ローン（を組む） 
loan 30 年返済のローンを組んで一軒家を買った。 
заем  
貸付け 

   

アナウンス 

announcement ちょうど駅に着いたとき、電車事故のアナウンスがあった。 
объявление  
音声により、情報

を伝達・告知する

こと 

カウンター 
counter 空港の航空会社のカウンターでチケットを受け取った。 
стойка  
売り台、接客台 

ガソリンスタンド 

gasoline + stand ガソリン値上げのニュースで、ガソリンスタンドには長い列が

できている。 бензозаправочная 
колонка 
ガソリン販売所 

シートベルト 

seat belt 車に乗っている間は、シートベルトを必ず締めてください。 
ремень 
безопасности 
安全ベルト 

スピード 
speed スピードの出しすぎは事故につながる。 
скорость  
速さ、速度 

ターミナル 

terminal 東京駅は JR各線のターミナルとして、終日混雑している。 
вокзальное здание 
транспортный узел 
終着駅、交通機関の受

付窓口、サービス施設

の建物 

ダイヤ 

diagram 事故で電車のダイヤが乱れた。 
диаграмма 
график 
расписание  
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運行表、時間表 

バック 

back ・車をバックさせる時は、後ろをよく注意してください。 
・富士山をバックにして写真を撮った。 задний ход 

задний вид 
後退、後ろ、背景 

ピーク 

peak 今年のお正月の帰省のピークは 12 月 30 日だ。 
пик 
вершина  
最も盛んな時、最高潮 

ブレーキ 
（をかける） 

brake 犬が飛び出してきたので、あわてて車のブレーキを踏んだ。 
тормоз  
制動装置 

Ｕターン（する） 

u-turn この先は工事中なので、次の信号で Uターンしてください。 
разворот 
разворачиваться 
u 字型旋回 

ラッシュ 

rush hour 平日の朝 7 時ごろには、通勤、通学のラッシュが始まる。 
час пик 
交通機関の混雑時

間 

ルート 
route これが目的地までの最短ルートだ。 
маршрут  
行程、経路 

   

インフォメーションセン

ター 

information + center インフォメーションセンターで地図や観光情報が手に入る。 
информационный 
центр 
справочная служба 
情報センター 

オプション 

option 基本の観光コース以外に、オプションで工場見学もあります。 
выбор 
опция  
自由選択 

ガイド 

guide ・夏休み、観光ガイドのアルバイトをした。 
・京都のタクシー運転手は、寺や町もガイドしてくれる。 инструкция 

путеводитель 
гид  
案内、案内人 

キャンセル（する） 

cancel ・空港でキャンセル待ちをしている人が大勢いる。 
・台風のため、予約していたホテルをキャンセルした。 отмена 

отменить  
取り消し 

ゴージャス（な） 
gorgeous こんなゴージャスなホテルに泊まってみたい。 
роскошный  
豪華、華麗 

シーズン 

season 9 月は台風のシーズンだ。 
сезон 
время года 
季節 

シングル 

single ・Aホテルはシングルでも部屋が広い。 
・最近は 30 代でもシングルが増えている。 одинокий 

холостой 
一人用、独身 

ツアー 
tour 北海道のスキーツアーに申し込んだ。 
путешествие 
тур 
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観光旅行 

ツイン 

twin bedroom 一人旅だが、ホテルの都合でツインに泊まることになった。 
двухместный номер 
同型のシングルベッ

ドを２台備えた部屋 

ハネムーン 
honeymoon ハネムーンの一番人気はハワイだ。 
медовый месяц 
新婚旅行 

パンフレット 

pamphlet 沖縄へ行きたいので、パンフレットを集めて検討している。 
брошюра 
буклет  
小冊子、簡易資料 

リゾート 
resort ソチはロシアのリゾート地として有名だ。 
курорт  
保養地、行楽地 

ロッカー 
locker 大きな荷物は駅のロッカーに入れて、観光した。 
камера хранения 
鍵のついた戸棚 
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РАЗДЕЛ 3. Спорт, музыка, хобби, увлечение 
 
Ⅲ スポーツ・音楽・趣味・娯楽 

ことば 
語 源 

例  文 意 味 
日本語のことば 

アマチュア 

amateur アマチュア選手は優勝しても賞金をもらえない。 
любитель 
непрофессионал  
職業としてではなく

携わる人 

コーチ 
コーチ（する） 

coach ・彼はコーチとして一流だ。 
・田中さんはテニスが上手だから、コーチしてもらおう。 тренер 

тренировать  
技術指導（者） 

ゴール（する） 

goal ・ゴールの手前で抜かれて、2 位になってしまった。 
・山田選手は、日本新記録でゴールした。 финиш 

цель  
 

ジャンプ（する） 

jump 飛んでくるボールに向かって、ジャンプした。 
прыжок 
прыгать  
跳躍 

セーフ 

safe ・ボールより一瞬早く滑り込んで、セーフになった。 
・一生懸命走って、終電にぎりぎりセーフだった。 безопасность 

規定内と認めること、安

全に目的を達すること 

タイム 
time 彼のマラソンの通常タイムは 2 時間 30 分ぐらいだ。 
время  
時間 

チャレンジ（する） 

challenge 彼女は次の大会で世界新記録にチャレンジする。 
вызов 
сделать вызов  
挑戦 

テクニック 

technique どんな競技でも、高度なテクニックと強い精神が必要だ。 
техника 
искусство 
мастерство  
技術 

トレーニング（す

る） 

training (train) 毎日 1 時間はトレーニングの時間だ。 
тренировка 
тренироваться  
訓練、練習 

ナイター 
night + er 今日の試合はナイターだ。 
вечерний матч 
夜間試合 

ハードル 

hurdle A大学は難しくて、私にはハードルが高すぎる。 
барьер 
требование/условия 
障害（物） 

ピンチ 

pinch ここで点を入れられたら試合に負ける、という最大のピンチ

を何とか切り抜けた。 трудное положение 
крайний случай 
危機 

フィットネスクラブ fitness club 健康ブームで、フィットネスクラブに通う人が増えている。 
фитнесс-клуб 
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専門のインストラクター

がいる会員制のスポーツ

施設 

プレー（する） 

play レフリーの笛が鳴り、プレーが開始した。 
игра 
выступать  
競技 

プロ 
professional 子供のころ、プロ野球の選手になるのが夢だった。 
профессионал  
専門の職業にしている人 

メンバー 
member メンバーが一人足りなくて、サッカーチームが作れない。 
член  
会員、構成員 

ライバル 
rival 2 人は、毎回 1,2 位を争うよいライバルだ。 
соперник  
好敵手 

リード（する） 

lead ・昨日のサッカーの試合では、前半は 2 点リードしていたの

に、最後には負けてしまった。 
・彼は部長として、大会まで部員達をリードしている。 

лидерство 
вести лидерство 
勝ち越すこと、指揮 

ルール（を守る） 

rule この競技はルールがとても単純で楽しい。 
правило 
соблюдать правило 
規則、規定、きまり 

レギュラー 

regular member サッカーチームでやっとレギュラーになれて、うれしい。 
постоянно 
участвующий игрок 
正選手 

ロス（する） 

loss (lose) マラソンで、道を間違えて、5 分間ロスしてしまった。 
потеря 
терять  
損失、むだ 

   

オーケストラ 
orchestra オーケストラは数多くの弦楽器、管楽器、打楽器で構成され

ている。 оркестр  
管弦楽団 

コンクール 
concours(ﾌ) ピアノコンクールで、彼は最年少で優勝した。 
конкурс  
優劣を競う催し 

テンポ 
tempo(ｲ) ・私はテンポが遅い曲が好きだ。 

・あの人の話はテンポが速くて、ついていくのが大変だ。 темп  
拍子、進行速度 

ヒット（する） 
hit 新しい曲がヒットして、CDが 100 万枚売れた。 
хит  
大当たり 

フェスティバル 
festival 来月世界の民族音楽フェスティバルが開かれる。 
фестиваль  
お祭り、祭典 

プレイガイド 

play + guide M ビルの１階のプレイガイドでコンサートのチケットを買っ

た。  
映画・演劇・音楽会など

の案内・入場券前売り所 

プログラム 
program コンサートのプログラムで、曲の解説を読んだ。 
программа 
予定表、番組表 

ヘッドホン headphones ヘッドホンで音楽を聞く人が多い。 
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наушники  
 

ボリューム（を上げる、

下げる） 
ボリューム（がある、な

い） 

volume ・工事の音がうるさいので、CD のボリュームを上げた。 
・あの店の定食はボリュームがあって、食べきれない。 громкость 

объем  
音量、量 

ライブ 

live (con-
cert/broadcasting) 

・今日のコンサートはテレビでライブ中継された。 
・今日は友達と好きな歌手のライブを聞きに行く。 

живой звук 
прямая трансляция 
生放送、生演奏 

リズム 
rhythm ・最近忙しくて、生活のリズムが乱れている。 

・子供たちが曲のリズムに合わせて、手をたたいている。 ритм  
調子、韻律 

   

アニメ（－ション） 
animation  日本のアニメは世界中で人気がある。 
анимация  
動画 

エンジョイ（する） 
enjoy 夫は退職後、趣味の庭仕事をエンジョイしている。 
наслаждаться  
心より楽しむこと 

キャラクター 

character ・ドラえもんのキャラクター商品は、子供たちに人気だ。 
・クラスに笑いが絶えないのは、明るいキャラクターの彼の

おかげだ。 
персонаж 
характер  
登場人物、性格 

コレクション 
collection 私の趣味は切手のコレクションだ。 
коллекция  
収集、収集品 

コンパ（する） 

company 今晩はクラブのコンパがある。 
вечер 
вечеринка  
懇親会 

合コン 
group blind date 合コンで結婚相手を見つけた。 
свидание вслепую 
合同＋コンパ 

シナリオ 

scenario ・彼はシナリオを書いているが、時々俳優もする。 
・私は 50 歳で社長になるというシナリオを考えている。 сценарий 

план  
脚本 

ジャンル 
genre(ﾌ) CD をジャンルごとに分けて整理してください。 
жанр  
種類、様式 

シリーズ 
series 『ハリー・ポッター』シリーズは全世界で人気がある。 
серия  
連続もの 

スクリーン 
screen 大型スクリーンで見る映画は迫力がある。 
экран  
映写幕 

ストーリー 
story あの映画はストーリーを知っていても、楽しめる。 
история  
物語 

バラエティー 

variety ・正月のテレビは、家族みんなで楽しめるバラエティー番組

が多い。 
・あの店は、バラエティーに富んだ T シャツがある。 

разнообразие 
разнообразный  
演芸、多様性 
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レジャー 

leisure 週末は家族と海や山で、レジャーを楽しむ予定だ。 
досуг 
отдых  
余暇 

レンタル（する） 

rental (rent) ・連休はレンタルビデオ店が忙しくなる。 
・小さな島の観光なので、自転車をレンタルした。 прокат 

брать напрокат  
賃借り 
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РАЗДЕЛ 4. Профессия, медицина, здоровье 
 
Ⅳ 職業・医療・健康 

ことば 
語 源 

例  文 意 味 
日本語のことば 

アシスタント 

assistant 彼はよきアシスタントとして、私の仕事を助けてくれる。 
ассистент 
помощник  
助手 

アナウンサー 
announcer アナウンサーは厳しい発音の訓練を受ける。 
диктор  
 

アルバイト 
パート 

arbeit(ﾄﾞ), part-time job 大学の勉強とアルバイトを両立させるのは大変だ。 
приработок 
побочная работа 
臨時の仕事、内職、非常

勤勤務 

エコノミスト 
economist 彼は経済専門誌に記事を書く著名なエコノミストだ。 
экономист  
経済学者 

エンジニア 
engineer 彼は建設会社で橋を造るエンジニアとして働いている。 
инженер  
技師、技術者、機関士 

ガードマン 
guard + man 工事現場には、ガードマンが立っている。 
охранник  
警備員 

カウンセラー 
counselor 心の問題を解決するために、カウンセラーが学校にいる。 
советник  
相談員、助言者 

コンサルタント 
consultant コンサルタントに経営の相談をしている。 
консультант  
経営顧問、相談員 

ジャーナリスト 
journalist Aさんは戦場ジャーナリストで、いつも危険な所にいる。 
журналист  
 

スタッフ 

staff アルバイト先のスタッフはとても親切だ。 
штатный работник 
ответственный  
職員、担当者 

デザイナー 
designer あのデザイナーの服は大人の女性に人気がある。 
дизайнер  
 

フリーター 

free + arbeiter  
job-hopping part-timer 

フリーターの増加が社会問題になっている。 

фрилансер  
定まった職業に就か

ないで、主にアルバ

イトによる収入で生

活を続けている若者 
   

アレルギー 
allergie(ﾄﾞ) 私は牛乳アレルギーなので、チーズが食べられない。 
аллергия  
 

インフルエンザ influenza インフルエンザの予防接種をしたほうがいい。 
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грипп 
инфлюэнца  
流行性感冒 

ウイルス 
virus(ﾄﾞ) ウイルスが引き起こす病気は少なくない。 
вирус  
病原体 

カウンセリング 
counseling 悩みがあって、カウンセリングを受けている。 
консультация  
面接相談 

カプセル 
kapsel(ﾄﾞ) 苦い薬でも、カプセルに入っていると飲みやすい。 
капсула  
 

カルテ 
karte(ﾄﾞ) 医者は患者を診て、病状や薬などをカルテに記入する。 
история болезни 
診療記録簿 

カロリー 
calorie(ﾌ) 太らないように、カロリーを控えた食事を作っている。 
калории  
熱量 

ケア（する） 

care 一人暮らしのお年寄りをケアする施設がある。 
забота  
заботиться 
世話、介護 

コンディション 
condition 選手たちのコンディションは大変良い。 
состояние  
状態、調子 

コントロール 
（する） 

control スポーツ選手は、体重のコントロールに気をつけている。 
контроль 
управление  
管理、制御、調節 

セラピー 

therapy ストレスからセラピーを受ける人が増えている。 
лечение 
терапия  
心理療法、物理療法 

シグナル（を送る） 

signal 病気になる前に体がシグナルを送っていたが、気付かなかっ

た。 знак 
сигнал 
светофор  
信号、合図 

ストレス 
（がたまる／を解消する） 

stress 慣れない外国生活でストレスがたまっている。 
стресс  
 

バランス 
balance バランスの良い食事をとることは大事だ。 
баланс  
釣り合い、均衡 

バロメーター 

barometer 体重の増減は健康のバロメーターと言われている。 
барометр 
показатель  
指標、指針 

ホームシック 
homesickness 外国生活に慣れなくてホームシックになってしまった。 
тоскующий по дому 
懐郷病 

メカニズム 
mechanism 多くの学者が脳のメカニズムを研究している。 
механизм  
仕組み、組織、機関 

メンタル mental スポーツ選手はメンタルのケアも重要だ。 
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психологический  
心・精神に関する 

リハビリ 
rehabilitation けがをした足を元に戻すために、リハビリをしている。 
реабилитация  
社会復帰療法 

リフレッシュ 
（する） 

refreshment 仕事の合間には、リフレッシュが必要だ。 
освежиться 
元気を回復すること 

リラックス（する） 
relaxation (relax) 試験の前に音楽を聞いて、リラックスしよう。 
расслабляться  
くつろぐこと 

ワクチン 
vakzin(ﾄﾞ) インフルエンザのワクチンは効かないこともある。 
вакцина  
予防接種用免疫源 
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РАЗДЕЛ 5. Информация, техника, механизм 
 
Ⅴ 情報・技術・機械 

ことば 
語源 

例  文 意味 
日本語のことば 

アンケート 
（する／に答える） 

enquete(ﾌ) 新聞社が今の内閣についてアンケートを取った。 
проводить 
анкетирование 
заполнять анкету 
 

アンテナ 
アンテナ（を張る） 

antenna ・テレビの映りが悪くなったので、アンテナを高くした。 
・いつもアンテナを張って最新の流行を追っている。 антенна  

空中線、情報取得手段 

インタビュー 
（する／を受ける） 

interview 首相は会議の後、報道各社のインタビューを受けた。 
интервью  
面接、会見 

キャッチ（する） 
catch インターネットで情報をキャッチする。 
захват  
入手 

クイズ 

quiz 新しいクイズ番組は面白くて、ためになる。 
вопрос 
загадка 
викторина  
なぞ 

ゲスト 
guest 今日のゲストは柔道の金メダリスト山下さんです。 
гость  
客、特別出演者 

コマーシャル 
commercial film A 社のテレビコマーシャルは評判がいい。 
реклама  
広告映画 

コメント（する） 
comment 最近の経済の動きを専門家がコメントしている。 
комментировать  
注釈、寸評、解説 

コラム 
column A新聞のコラムはとても興味深いものが多い。 
колонка  
囲み記事 

コンテンツ 
contents ・デザインも大切ですが、一番重要なのはコンテンツです。 

・この電子辞書には、英語学習に役立つコンテンツがいろい

ろ入っている。 
содержание  
中身、内容 

スポンサー 

sponsor このテレビ番組のスポンサーはビール会社だ。 
спонсор  
資金面の後援者、番組提

供者 

タレント 

talent 歌に、ドラマに、司会にと、あのタレントは多才だ。 
талант 
артист 
放送の常連出演者 

チャンネル 
channel 映画専門のチャンネルで、好きな時に映画が見られる。 
канал  
 

デマ（が飛ぶ／が広がる

／が流れる／を流す） 

demagogie(ﾄﾞ) デマが広がり、株価が大幅に下がった。 
дезинформация  
でたらめな噂、中傷 

ドキュメンタリー documentary ドキュメンタリー映像は、貴重な歴史の資料だ。 
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документальный  
記録もの 

トピック 

topic メディアのトピックは日々変わっていく。 
тема/предмет 
(разговора) 
話題、論題 

ヒント 

hint これは何でしょう。ヒントは食べ物です。 
подсказка 
намек  
手がかり 

フィクション 
fiction この映画はフィクションです。 
фантастика  
虚構、架空の小説 

ノンフィクション 

nonfiction この小説はノンフィクションです。 
документальный жанр 
事実をもとにした文芸作

品 

マスコミ 
mass communication 大統領の記者会見に、マスコミ各社が集まった。 
сми 
大衆伝達 

メディア 
media インターネットは重要なメディアの一つになった。 
 
媒体、手段 

リアル（な） 

real この小説は若者の生活がリアルに描かれている。 
реальный 
действительный  
現実的、写実的 

リクエスト（する） 
request 乗客のリクエストにこたえて、機内食の種類を増やした。 
требование  
希望、要求 

   

アクセス 
access ・会社は駅から歩いて２分と、アクセスがいい。 

・ネットにアクセスできない時は、電話で相談してくださ

い。 
доступ  
交通手段、接続 

アラーム 

alarm この目覚まし時計、アラームの音がちょっとうるさい。 
тревога 
сигнал тревоги  
目覚まし音、警報 

エンジン（がかかる／

をかける／を切る） 

engine ・寒い朝は、車のエンジンがかかりにくい。 
・試験まであと 1 か月。彼はやっとエンジンがかかってきた

ようだ。 
двигатель  
発動機 

クローン 
clone 科学の進歩は、ついにクローン羊を誕生させた。 
клон  
 

コンパクト（な） 
compact 女性を中心にコンパクトな車がよく売れている。 
компактный  
小型、簡潔 

タイプ 
type ・新しいタイプのテレビは超薄型だ。 

・私の好きなタイプの男性は、 тип  
型、類型 

タッチ（する） 
touch ・画面にタッチして操作する機械が増えてきた。 

・私は他の仕事で忙しく、その企画にはタッチしていない。 прикосновение  
接触、関与 

ノイズ 
noise このパソコンで CDを聞くと、変なノイズが出るんです。 
шум  
雑音 
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バイオ 
biotechnology バイオの進歩のおかげで、青いバラが作れるようになった。 
биотехнология  
生物工学 

ハイテク 
high technology ハイテク産業で、目覚しい経済発展を遂げている。 
высокие технологии  
 

パワー 

power ・この車は小さいけど、パワーがある。 
・市民パワーで、市長を辞めさせた。 мощность 

сила  
力、勢力 

フリーズ 
freeze そのパソコン、時々フリーズするから気を付けて。 
 
凍ること、異常停止 

マニュアル 

manual マニュアルを読んで、コンピューターの操作を覚えた。 
ручной 
инструкция  
手引き、操作解説書 

メンテナンス 

maintenance ・システムのメンテナンスを行うため、７月 14 日はサービ

スのご利用ができません。 
・長く使うには、時々掃除するなど、メンテナンスが大事で

す。 

технический уход 
維持、保全、整備 

ロボット 
robot 家事をしてくれるロボットが欲しい。 
робот  
人造人間 
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РАЗДЕЛ 6. Характер, чувства, личные отношения 
 
Ⅵ 性格・感情・対人関係 

ことば 
語源 

例  文 意味 
日本語のことば 

クール（な） 

cool クールな彼は、みんなと一緒に騒がない。 
холодный 
хладнокровный 
спокойный  
冷たい、冷静 

コンプレックス 
（を持つ） 

inferiority complex 私は小さい時から、字が下手なことにコンプレックスを持っ

ていた。 комплекс 
комплекс 
неполноценности 
劣等感 

ショック 
（を受ける） 

shock (schock(ﾄﾞ)?) 試験の結果にショックを受けて、食事もできなくなった。 
удар 
потрясение  
衝撃 

ジレンマ（に陥る） 
dilemma(ﾗ) アルバイトと勉強のバランスを考えて、彼はジレンマに陥っ

た。 дилемма  
板ばさみ 

ストレート（な） 

straight 彼女は思ったことを、いつもストレートに言う。 
прямой  
непосредственный  
まっすぐ、率直 

ソフト（な） 
soft あの店の店員はみんなソフトな話し方をする。 
мягкий 
柔らかい、穏やか 

デリケート（な） 
delicate 中学生はデリケートな年ごろだ。 
деликатный  
繊細、微妙 

テンション（が上がる

／が下がる／が高い／が

低い） 

tension 白熱した決勝戦で、観客のテンションも最高に上がった。 
 
精神的緊張 

ドライ（な） 

dry 彼は、友情より出世を取るドライな男だ。 
сухой 
бездушный  
乾いた、辛口、打算的 

ウエット（な） 

wet  
мокрый  
湿った、濡れた、 
情にもろく、涙もろい 

パニック 
panic 大火災が起き、人々はパニックになった。 
паниковать  
突然の恐怖、混乱状態 

パワフル（な） 
powerful 彼女は育児、家事、仕事をパワフルにこなしている。 
 
強力、力強い 

プライド 
（を持つ／が高い） 

pride 彼はプライドが高いので、反対されると怒り出す。 
гордость 
горделивость  
誇り、自尊心 
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プレッシャー 
（がかかる／をかける） 

pressure 国民の期待が高く、有名なスポーツ選手には大変なプレッシ

ャーがかかっている。 давление  
圧力、重圧感 

ユーモア 
（がある／に富む） 

humor 彼は難しい話をユーモアを交えながら楽しく話してくれた。 
юмор  
おかしみ、滑稽 

ルーズ（な） 

loose 彼は時間にルーズで、みんなが迷惑している。 
небрежный 
неаккуратный  
だらしのない 

   

アドバイス（する） 
advice (advise) 先輩のアドバイスが外国の生活に役立った。 
совет  
忠告、助言 

アピール（する） 

appeal 面接試験では、自己アピールが上手にできたと思う。 
обращение 
апелляция 
привлекательность  
呼びかけ、魅力 

アポ（イント） 
（を取る） 

appointment 忙しい先生に会うにはアポイントが必要だ。 
предварительная 
запись/регистрация 
人と会う約束、予約 

エピソード 
episode 子供時代のエピソードが小説になった。 
эпизод  
挿話、逸話 

オフィシャル（な） 
official オフィシャルな場面では、服装も言葉遣いも気をつけなけれ

ばならない。 официальный  
正式、公式 

カンパ（する） 
kampaniya (ﾛ) 交通事故で入院した T 君のために、みんなで入院費用をカン

パすることにした。 сбор средств 
募金運動 

ギャップ（がある／を

埋める） 

gap 若者と親の世代では、考え方に大きなギャップがある。 
разрыв  
割れ目、感情・意見の

相違 

コミュニケーション
（を取る） 

communication 言葉が通じなくても、表情と身振りでコミュニケーションが

取れる場合もある。 коммуникация  
общение  
伝達、通信 

コンタクト 
（を取る） 

contact ・求職中の彼は、いくつかの会社にコンタクトを取った。 
・運動する時は、眼鏡からコンタクトに替える。 контакт  

связь  
接触、連絡、ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝ

ｽﾞ 

コンビ 
combination あの二人はいつもけんかしているけど、いいコンビだ。 
пара  
息の合った二人組 

サイン（を出す） 
サイン（する） 

sign ・子供の「おなかが痛い」は、いじめのサインだった。 
・この書類にサインをお願いします。 подпись 

знак  
сигнал светофора 
署名、合図、信号 

サポート（する） 
support 家族のサポートのおかげで、私の研究は成功した。 
поддержка  
支持、援助 
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ジョーク 
joke まじめな彼がジョークを言うと、みんな笑う。 
шутка  
冗談、しゃれ 

セクハラ（する） 

sexual harassment 企業では、セクハラ防止に努めている。 
сексуальное 
домогательство 
性的いやがらせ 

トラブル 

trouble 深夜の騒音で、隣人とトラブルになった。 
беспокойство 
неприятности 
конфликт 
помеха  
苦労、紛争、故障 

パートナー 
partner 有能なパートナーに出会えて、毎日仕事が楽しい。 
партнер 
仲間、相棒、相手 

ピント（がずれる） 
ピント（が合う／を合

わせる） 

brandpunt (ｵ) ・あの人の発言は、いつもピントがずれている。 
・昔のカメラはピントを合わせるのが難しかった。 фокус 

быть не в фокусе 
наводить в фокусе 
焦点、中心点 

プライバシー 

privacy 親子の間でもプライバシーは尊重されなければならない。 
приватность 
личная жизнь 
私事、私生活（権） 

プライベート（な） 

private 会社の車をプライベートに使うわけにはいかない。 
личный  
частный  
個人的、私的 

ペア（を組む） 
pair 友人とペアを組んで、テニス大会に出場した。 
пара  
対、１対 

マンネリ 

mannerism 昨日もデートしたけど、最近ちょっとマンネリ気味なんで

す。 стеоретип 
шаблон  
新鮮味がない 

メッセージ 
message 多くの応援メッセージが選手に届いた。 
сообщение  
伝言 

レッテル（をはる） 

letter (ｵ) 昔は髪を染めただけで、不良のレッテルをはられた。 
ярлык 
этикетка  
ラベル、与えられた

評価、決めつけ 

ワンパターン 

one + pattern 社長の話はワンパターンで、いつも同じだ。 
шаблонный 
стереотипный 
однообразный  
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РАЗДЕЛ 7. Политика, экономика, общество 
 
Ⅶ 政治・経済・社会 

ことば 
語 源 

例  文 意 味 
日本語のことば 

アイデンティティ 

identity 民族のアイデンティティを失ってはいけない。 
идентификация 
самоопределение  
独自性、帰属意識 

インフラ 
infrastructure 政府は道路や下水道のインフラ整備を進めた。 
инфраструктура 
社会基盤 

インフレ 
inflation インフレが進み、物価が上がって生活が苦しくなった。 
инфляция 
 

エスカレート 
（する） 

escalation (escalate) 議論がエスカレートして、A議員は怒って席を立った。 
расширение 
усиление  
漸増、段階的拡大 

エリート 

elite (ﾌ) 彼は一流大学を卒業して一流会社の重役になったエリート

だ。 элитарный 
избранный  
選り抜きの人、支配層 

カルチャーショック 
culture shock 留学生はカルチャーショックを受けることが多い。 
культурный шок 
文化衝撃 

キャッシュ 
cash カードはお断り。キャッシュでお支払いください。 
наличные 
現金 

キャンペーン 

campaign 新製品のキャンペーンで試供品を配った。 
кампания 
движение 
деятельность 
組織的宣伝活動 

クーデター 

coup d’etat (ﾌ) 軍事クーデターで、政権が変わった。 
изменение 
политического курса 
非合法的政変 

グローバル（な） 
global 環境問題への取り組みはグローバルに展開するべきだ。 
глобальный  
全地球的、地球規模 

コミュニティー 
community 災害の時は、コミュニティーのつながりが大切だ。 
общество  
地域社会、共同体 

シェア（を占める） 
シェア（する） 

share ・日本の外食産業では、中国産の野菜がかなりのシェアを占

めている。 
・何品か注文して、みんなでシェアして食べた。 

доля 
деление   
持ち分、分担、占有率 

システム 
system 日本の流通システムは複雑だ。 
система  
制度、体系、方式 

シンクタンク 
think  tank 世界経済に関するシンクタンクの予測は、どれも厳しいもの

だった。 аналитический центр 
頭脳集団、調査研究
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機関 

シンポジウム 
symposium シンポジウムに参加して、たくさん質問した。 
симпозиум  
討論会 

スト 
strike 賃上げを要求して、ストを行った。 
забастовка 
同盟罷業 

デフレ 
deflation デフレが進み、80 円のハンバーガーが売り出された。 
дефляция  
通貨収縮、不景気 

テロ 
terrorism 無差別テロで多くの人が亡くなった。 
терроризм  
暴力行為 

ノウハウ 
know-how 経営のノウハウがなければ、事業は成功しない。 
ноу-хау 
技術情報、やり方 

バブル 
（がはじける） 

economic bubble バブルがはじけて、株価も地価も下落した。 
экономический 
пузырь 
 

ビジョン 
vision 長期的なビジョンが会社の経営には必要だ。 
видение 
視野、資格、展望 

ボイコット（する） 

boycott 動物愛護団体は毛皮製品をボイコットする運動を始めた。 
бойкот 
排斥、不買運動、授

業放棄 

ボランティア 
volunteer 地震の被災地に全国からボランティアが集まった。 
волонтер 
篤志奉仕家 

マナー 
（がいい／悪い） 

manner タバコの吸殻を道に捨てるマナーの悪い人がいる。 
манеры 
привычка  
礼儀作法 

マネー 

money 銀行のマネー講座に参加して、株の運用について学んだ。 
деньги 
купюры  
貨幣、金銭 

ムード 
（がある／が漂う） 

mood ２国間には、友好的なムードが漂っている。 
настроение 
атмосфера  
気分、雰囲気 

モラル（が高い／がな

い／が低い） 

morale 本の破損など、図書館利用者のモラルの低下が問題になって

いる。 мораль 
道徳、倫理 

ライフスタイル 
lifestyle 退職後のライフスタイルとして、田舎暮らしが人気だ。 
образ жизни 
生活行動様式 

ライフライン 
lifeline 災害時には、まずライフラインの復旧が重要だ。 
жизненный путь 
命綱、生命線 

リスク 
（がある／を負う） 

risk 株はもうかる場合もあるが、リスクも忘れてはいけない。 
риск 
опасность  
危険 

ワークショップ workshop 来週、情報処理のワークショップに参加する。 
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симпозиум с участием 
слушателей 
研究集会、職場 
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РАЗДЕЛ 8. Бизнес 
 
Ⅷ ビジネス 

ことば 
語源 

例  文 意味 
日本語のことば 

エキスパート 

expert 彼はコンピューターのエキスパートとして活躍している。 
специалист 
эксперт  
専門家、達人、大家 

オフィス 

office 東京駅の周辺には大企業のオフィスが多い。 
контора 
канцелярия 
офис  
事務所、会社、仕事場 

カット（する） 

cut アルバイトの時給がカットされ、生活が苦しくなった。 
исключение 
сокращение  
削除、削減 

キャリア 
（を生かす／を積む） 

career 彼女はキャリアを生かして、転職した。 
карьера 
経歴 

コスト 
（がかかる／を抑える） 

cost コストを計算してから、商品の値段を決める。 
стоимость  
費用、原価 

コンセプト 
concept この製品のコンセプトは「使いやすさ第一」だ。 
концепция  
概念、新しい観点 

セールスポイント 
sales point ・この商品のセールスポイントは、安さと使いやすさです。 

・自分のセールスポイントは何か、考えてみよう。 достоинство  
販売基点、商品特徴 

スキル（をあげる） 

skill 秘書になるスキルを身につけるための勉強をしている。 
мастерство 
умение  
技術、熟練 

ターゲット 
target この服は 30 代の働く女性をターゲットにして作られた。 
цель  
標的、対象 

トレンド 
trend トレンドをいち早くキャッチすることが重要である。 
тенденция  
傾向、流行傾向 

ニーズ 

needs 中高年のニーズにこたえて、歩きやすい靴を作った。 
нужды  
потребность  
要求、必要、需要 

ノルマ（が在る／を課

す／を達成する） 

norma (ﾛ) この会社の社員には、1 か月に一人２台の車を売るというノ

ルマがある。 норма 
達成すべき仕事量 

バッティング 

conflicting (batting up 
against) 

A社の説明会と B社の面接がバッティングしてしまって、困

った。 
 
 

プレゼン（テーショ

ン）（する） 

presentation 新商品のプレゼンテーションを、部長の前でしなければなら

ない。 презентация 
делать презентацию 
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説明、提示、発表 

プロジェクト 
project 彼は新製品開発のプロジェクトに取り組んでいる。 
проект  
企画、計画 

ベテラン 

veteran 彼は勤続 40 年のベテランで、新人の指導をしている。 
опытный человек 
ветеран  
経験豊かな人、熟達者 

ベンチャー 

venture business 最近はベンチャー企業の活躍が目覚しい。 
венчурное 
предприятие 
冒険的な事業、新興

企業 

ペンディング 
（する） 

pending 会議で議論をしたが、結局、結論はペンディングになった。 
незаконченный 
незавершенный  
保留、未決 

ボーナス 
bonus 今年は月給 4 か月分のボーナスが支給された。 
премия  
賞与、特別手当 

ポスト 

post ・彼は次期社長のポストをねらっている。 
・アメリカ政界で、彼はポスト「クリントン」として期待さ

れている。 
пост 
позиция  
地位、～の次、～以

後 

マーケット 
market 商社は常に新しいマーケットを開発するために、世界中に目

を向けている。 рынок  
市場 

マネージメント（す

る） 

management 企業にはマネージメント能力のある人材が必要だ。 
менеджмент  
企業経営、管理 

メーカー 

maker 各自動車メーカーは環境に優しい車の開発を競っている。 
изготовитель 
производитель  
製造業者 

モニター 
monitor インターネットで募集したモニター千人にアンケートを行っ

た。 монитор  
 

ユーザー 
user ユーザーの声を反映して、製品を改良した。 
пользователь  
使用者、利用者 

リサーチ（する） 
research 学生の生活動向をリサーチして、企画書を書いた。 
исследование  
調査、研究 

リスト 
list 会社の取引先リストを見て、新製品の案内を出した。 
список  
一覧表、名簿、目録 

リストラ（する） 
restructuring 不景気で中高年が会社をリストラされることが多い。 
реструктуризация  
企業の再構築、解雇 

リタイア（する） 
retirement もう年だから、いつリタイアしてもおかしくない。 
уйти со службы 
退職、引退、隠居 
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РАЗДЕЛ 9. Поступление и окончание учебного заведения, устрой-
ство на работу, научная работа, дискуссия, исследовательская дея-

тельность 
 
Ⅸ 入学・卒業・就職・論文・討論・研究活動 

ことば 
語源 

例  文 意味 
日本語のことば 

アカデミック（な） 
academic A市は大学や研究所が多く集まっているアカデミックな雰囲

気の都市だ。 академический  
学究的 

オリエンテーション 

orientation オリエンテーションで大学生活の説明があった。 
ориентация 
консультация  
進路指導、説明会 

コース 

course ・あの大学では 3 年生になると、理学部は理科１と理科２の

コースに分かれる。 
・案内書を見て、体力に合った登山コースを選んだ。 

курс 
маршрут  
課程、進路 

コネ 

connection 就職難だが、コネを使わず実力で就職したい。 
связь 
протекция  
縁故、（人間）関係 

スタート 

start 今日、社会人生活のスタートを切った。 
начало 
старт  
出発、開始 

スピーチ（する） 

speech 学生代表として日本語でスピーチした。 
речь 
выступать с речью 
演説、談話 

パス（する） 

pass ・卒業論文を 2 度書き直して、やっと審査にパスした。 
・今度のミーティングはいそがしいのでパスします。 пас 

пропуск  
合格、休み（欠席） 

ランキング 
ranking 大学生が就職したい企業のランキングが発表された。 
рейтинг  
順位、格づけ 

ランク 
（が高い／低い） 

rank 1 ランク高い大学を受験することになった。 
разряд 
ранк  
順位、階級、等級 

   

アプローチ（する） 

approach ・研究課題にどのようにアプローチするか検討した。 
・A社の情報が欲しいので、その会社に勤めている先輩にア

プローチした。 
подход 
приближение  
接近 

グラフ 

graph この 10 年の平均気温の変化を、グラフにしてまとめた。 
график 
диаграмма  
図表 

ゼミ 
seminar-style class 田中先生のゼミはとても厳しいことで有名だ。 
семинарское занятие 
 

セミナー seminar (ﾄﾞ) アジア経済についてのセミナーに参加した。 
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семинар  
共同研究、演習 

タイトル 
title 論文の表紙にはタイトルと氏名を書いてください。 
заглавие  
表題、肩書き 

ディスカッション 
（する） 

discussion  少子化問題について、英語でディスカッションした。 
обсуждение  
討論、論議、論争 

ディベート（する） 

debate ディベートは頭の訓練になる。 
дебаты 
проводить дебаты 
討議、源平式討論 

データ 

data 地球温暖化のデータを集めるために実験している。 
данные 
материалы  
資料、数値 

テーマ 
thema (ﾄﾞ) 卒業論文のテーマは農業経営の効率化にするつもりだ。 
тема  
主題、題目 

プロセス（を経る） 
process 結果だけでなく、そこに至るプロセスも発表したい。 
процесс  
手順、過程 

ミーティング 

meeting 今からミーティングするので、集まってください。 
встреча 
собрание  
会合、集会、打合わ

せ 

リクルート 
recruit リクルートスーツを着た学生が就職活動に励んでいる。 
набор  
就職活動、人材採用 

レイアウト 

layout このレポートのレイアウトは見やすくて、とてもいい。 
расположение 
планировка  
配列、構成、配置 

レジュメ 
resume (ﾌ) プレゼンで参加者に配るレジュメを作った。 
резюме  
要約 

レポート 

report 木村先生の授業は毎回レポートを出さなければならない。 
сочинение/доклад 
курсовая работа 
сообщение   
報告論文、報告書 
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РАЗДЕЛ 10. Занятие, тест, внеурочные занятия, студенческая жизнь 
 
Ⅹ 授業・テスト・課外活動・学生生活 

ことば 
語源 

例  文 意味 
日本語のことば 

アンダーライン 
（を引く） 

underline 大切なところにはアンダーラインを引いておく。 
подчеркивание 
下線 

ウエート（を置く） 
weight 苦手な聴解にウエートを置いて勉強しよう。 
 
重点 

カリキュラム 
（を組む） 

curriculum カリキュラムを見て、受験する学科を決めた。 
учебная программа 
курс обучения  
教育課程、教育計画 

カンニング（する） 
cunning 試験でカンニングしたら、0 点にします。 
подглядывание  
不正行為 

キーワード 
keyword キーワードになっている言葉を探して文章を理解する。 
ключевое слово 
 

ステップ 

step ステップを踏んで進まなければ、上達しない。 
шаг 
ступень  
段階 

チェック（する） 
check 作文を書いた後、よくチェックして提出する。 
проверка  
照合、調べること 

トップ 

top 試験では、彼はいつもクラスでトップだ。 
высшее место 
первый  
最高位、１番目 

ネイティブ 
native speaker 外国語は全てネイティブの先生が教えている。 
носитель языка 
 

プリント（を配る） 

print 先生が全員に練習問題のプリントを配った。 
печать 
распечатанный текст 
印刷物 

ベース 

base 今の知識は学校で勉強したことがベースになっている。 
уровень 
основа  
土台、基本 

ペース 

pace 漢字を１日２つのペースで覚えている。 
скорость 
темп  
速度、進み具合 

ポイント 

point ・一番言いたいポイントを押さえて作文を書きなさい。 
・A店で買い物すると、100 円で１ポイントもらえる。 точка 

пункт  
очко  
要点、点 

マーク（する） mark ・テストに出そうなところに、マークを付けておく。 
・彼は半年前から警察にマークされていた。 знак 
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эмблема  
印、監視 

マスター（する） 

master ３年間ドイツに留学して、ドイツ語をマスターした。 
овладеть в 
совершенстве 
習得 

ミス（する） 

mistake 数学のテストで、簡単な計算をミスしてしまった。 
ошибка 
оплошность  
失敗 

ライン 
line 次の試験の合格ラインは、400 点満点中の 280 点だ。 
линия 
線、境界線 

レベル 
level このクラスでは上級レベルの教科書を使います。 
уровень  
水準 

   

イベント 
event 大学祭は大学生活の中で、一番大きなイベントだ。 
мероприятие  
行事 

キャンパス 
campus このキャンパスは都心にある。 
студенческий кампус  
大学の構内 

グラウンド 
ground グラウンドでは学生たちがサッカーをしている。 
спортивная площадка 
運動場 

サークル 
circle 大学ではテニスサークルに入っている。 
кружок  
同好会 

スカラシップ 
scholarship 日本の文部科学省のスカラシップに応募した。 
стипендия  
奨学金 

スケジュール 

schedule 今週は平日は大学で週末はバイトというスケジュールだ。 
расписание 
график 
план  
日程、予定 

センター 
center 困った時は、留学生センターに行って相談して下さい。 
центр  
中央機関、総合施設 

ハード（な） 
hard 今のアルバイトはハードだが、時給はいい。 
тяжелый  
厳しい、困難 

プラス（になる） 
プラス（する） 

plus ・アルバイトの経験が、就職にプラスになった。 
・成績は試験の点数に授業態度をプラスします。 плюс  

利益、寄与、加える

こと 

マイナス（になる） 
マイナス（する） 

minus ・彼が部を辞めることになれば、チームにとって大きなマイ

ナスだ。 
・答えは正しかったが、漢字を間違えて 1 点マイナスされ

た。 

минус  
不利、減らすこと 
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РАЗДЕЛ 11. Прочее 
 
ⅩⅠ その他  

ことば 
語源 

例  文 意味 
日本語のことば 

アイディア 
idea 面白いパーティーのために皆でアイディアを出し合った。 
идея 
考え 

アップ（する） 

up 新しいパソコンは性能がアップした。 
повышение 
увеличение 
рост  
高くなること 

イメージ 
（する／を持つ） 

image このスタジアムは鳥の巣をイメージして作られた。 
представление 
изображение 
образ  
姿、印象 

エステ 
esthetique (ﾌ)  

 
全身美容法 

オーバー（する） 
オーバー（な） 

over ・父へのプレゼントは予算を 2 千円もオーバーしてしまっ

た。 
・こんなけがで救急車を呼ぶなんてオーバーだ。 

превышать 
превосходить  
超過、大げさ 

オリジナル（な） 

original ・オリジナルな発想で商品を作った。 
・この書類はオリジナルなので、コピーを取っておいて下さ

い。 
оригинальный 
своеобразный  
独創的、原物 

カバー（をかける） 
カバー（する） 

cover ・本に汚れないようにカバーをかけておく。 
・優しい先輩は、いつも私の失敗をカバーしてくれる。 надевать обложка 

возмещать  
おおい、後方援護 

ケース 

case ・CDに傷がつかないようにケースに入れてください。 
・家庭に問題がある子供が事件を起こすケースが多い。 чехол 

случай 
пример  
入れ物、場合、事例 

サイド 
side 消費者サイドから農業の問題を考えてみましょう。 
сторона 
側、立場 

スケール 
（が大きい） 

scale 実際にピラミッドを見たら、スケールの大きさに驚いた。 
масштаб 
размер  
規模、程度 

ストップ（する） 

stop 交通事故で電車がストップしてしまった。 
останавливаться 
прекращаться  
停止 

スムーズ（な） 
smooth A国との首脳会談は、最後までスムーズに進んだ。 
 
円滑、なめらか 

ゼロ zero (ﾌ) 全く違う分野の勉強をゼロから始めることにした。 
ноль  
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零 

タイミング 
（がいい／悪い） 

timing 駅に着いたとたん電車が言ってしまうなんて、タイミングが

悪い。 выбор подходящего 
времени 
своевременный  
時宜 

ダウン（する） 

down ・不景気で、売れ行きが前年比 20％もダウンした。 
・さすがの彼も風邪でダウンしてしまった。 снижение 

падение  
下がること、寝込むこ

と 

ダメージ 
（を受ける） 

damage 地震と台風で、A県は大きなダメージを受けた。 
урон 
нанести урон 
損害、痛手 

段
ダン

ボール 

 引っ越しには段ボールいくつあってもいい。 
гофрированный 
картон 
 

チャリティー 
charity 親がいない子ども達のためのチャリティーコンサートが開催

される。 благотворительный  
慈善 

チャンス 
（がある／ない） 

chance チャンスがあったら、アメリカに留学したい。 
случай 
шанс  
機会、好機 

トライ（する） 
try 新しい楽器にトライしているが、あまりうまくいかない。 
попытка 
試み 

ニュアンス 

nuance (ﾌ) 外国語の微妙なニュアンスを伝えるのは難しい。 
нюанс 
оттенок  
調子、含み 

パーフェクト（な） 
perfect 彼女の仕事は速くて、いつもパーフェクトだ。 
идеальный  
完全、完璧 

パターン 
pattern 彼の生活はパターンが決まっている。 
 
型 

ブーイング 
booing あまりにひどい演奏だったので、客席からブーイングが起き

た。  
野次 

ブーム 
boom ダイエットブームで、やせるお茶が売れている。 
бум  
にわか景気 

フリー（な） 

free(lance) 新聞社を辞めて、フリージャーナリストになった。 
свободный 
вольный 
произвольный  
無所属、自由契約 

フル 

full 売れ行きが好調なので、工場をフル稼働させる。 
полный 
полностью  
最大限、いっぱい 

ベスト（を尽くす） best 明日の試合では、ベストを尽くしたい。 
лучший  
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делать все возможное 
最善 

メイン 

main 彼らはアジアをメインにアメリカでも活動を行っている。 
главный 
основной  
中心、主 

メリット 

merit 親と同居のメリットは、家賃を払わなくてもいいことだ。 
достоинство 
преимущество  
利点、長所 

モデル 

model ・この小説は、小さな島の人々をモデルに書かれた。 
・彼は新しいモデルの車が出ると、すぐに買い替える。 
・この学校は新しい英語教育のモデル校になっている。 

модель 
образец  
ひな型、模範、型 

ユニーク（な） 
unique ユニークな発想で、会社が大きくなった。 
уникальный  
独特、特異 

ライトアップ 
light up ライトアップされた街の景色がとてもきれいだ。 
подсветка  
 

ラスト 
last 今日の演奏会も、いよいよ、ラスト 1 曲のみとなった。 
последний  
最後、最終 
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УПРАЖНЕНИЯ 
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УРОК 1 
問題Ⅰ 
 
１ 
インスタント  オーダー  ストック   パック   パック  ファストフード 
１．今晩、友達とすき焼きをするので、牛肉を３         買った。 
２．お湯を入れるだけの              のみそ汁もけっこうおいしいですよ。 
３．来月からしょう油が値上がりするので、２本買って             してある。 
４．            の旅行なら、自分で飛行機やホテルの予約をしなくていいので楽だ。 
５．客の         を間違えて、店長にしかられた。 
６．時間がなかったので、昼食は駅前の           の店で食べた。 
 
２ 
ファミリーレストラン   フレッシュ   ホット   ホット  レシピ  レトルト 
１．今日は外食しないで、家で           のカレーを温めて食べよう。 
２．この番組では芸能人の          な話題を取り上げていて、おもしろい。 
３．料理の作り方が分からないときは、いつもインターネットで        を調べる。 
４．この店では          な果物を使ったアイスクリームが人気だ。 
５．彼は毎朝、あの喫茶店で          コーヒーを飲む。 
６．日曜日の            は家族連れでにぎわっている。 
 
３ 
アクセサリー  カジュアル  ジーンズ  ショート  シンプル  スタイル  スタイル 
１．彼は背が高く、足も長くて、とても         がいい。 
２．若い人の間では、シャツの上に          丈

たけ

のセーターを着るのがはやっている。 
３．           な服しか持っていないので、就職活動のためにスーツを買おう。 
４．飾りのない         なスーツを１着持っているといいですよ。 
５．               は何回洗っても丈夫なので、普段よくはいている。 
６．Ｔ社はお客様を第一に考えるという経営         を守っている。 
７．おしゃれな人は、服に合った           を上手に選ぶ。 
 
４  
スリム  センス  ファッション  ブランド   ミニ   ミニ 
１．彼はいつもスーツとネクタイの色がよく合っていて、        がいい。 
２．彼女は          な体型を保つために、食生活に気を付けているそうだ。 
３．最近、若井男性向けの          誌がよく売れているそうだ。 
４．この交通公園では、子供たちは           蒸気

じょうきき か んし ゃ

機関車に乗ることができる。 
５．銀座には世界の高級         の店が並んでいる。 
６．最近の女子中高生の制服は         が多い。 
 
５ 
コード  コンセント  スイッチ  スペース  セキュリティー  センサー 
１．掃除機の        が短くて、部屋の隅まで届かない。 
２．私の部屋は狭くて、大きな家具を置く       がない。 

３．このエアコンは        が部屋の温度を感知
か ん ち

して、温度調節をする。 
４．この炊飯器は          を入れてから、約 40 分でご飯が炊けます。 
５．電気器具がたくさんあるのに、部屋に         が一つしかなくて、不便だ。 

６．この高級マンションはあちこちに防犯
ぼうはん

カメラが付いていて、         がいいので安

心だ。 
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６ 
ソファー  バリアフリー   プラグ   リビング   リフォーム   リモコン 
１．何か面白い番組、やってないかな。そこの         を取ってくれる？ 
２．風呂場の段差をなくして           にしたい。 
３．暗かった台所が          して明るくなった。 
４．夕食後、家族で           に集まって、韓国映画を見た。 
５．ご使用の際は、安全のために          を確実に差し込んでください。 
６．この        なら、大人が３人ゆったりと座れます。 
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問題Ⅱ 
 
１ 
インスタント   オーダー  ストック  パック  パック  ファストフード 
ファミリーレストラン  フレッシュ  ホット  ホット  レシピ  レトルト 
１．今年の春から社会人になり、新生活を          な気持ちで始める。 
２．駅などにある「立ち食いそば」は日本の           と言えるだろう。 
３．この間行った          の旅行はホテルも食事もよかった。 
４．トイレットペーパーの          がなくなったので、買いに行った。 
５．            の食品は温めるだけで食べられるし、長期間保存もできる。 
６．うちのテーブルに合ういすを、家具屋に         した。 
７．この飲み物は         でも、おいしく飲めます。 
８．忙しくて食事が作れないとき、          ラーメンがあると助かる。 
９．私はテレビで見た料理の          をノートにメモしておきます。 
10．わが家は子どもが３人いるので、１日２         の牛乳では足りない。 

11．今、野球界で一番          な話題は、松田
ま つ だかんとく

監督の解任
かいにん

問題だ。 
12．          は喫煙席と禁煙席が分かれているし、値段も手ごろなので、子ども連れ

の客が多い。 
 
２ 
アクセサリー  カジュアル  ジーンズ  ショート   シンプル   スタイル 
スタイル   スリム   センス   ファッション    ブランド   ミニ 
１．若者の          がよくなっているのは、食生活の影響が大きいそうだ。 
２．文字が大きくて、        な機能の携帯電話を祖母に贈った。 
３．息子は最近、          に興味を持ち始めて、服や靴などを自分で選ぶようになっ

た。 
４．結婚して子供が生まれ、生活          が大きく変わった。 
５．Ａ病院は月に一度、有名な音楽家を招き、         コンサートを開いている。 

６．彼女は真珠
しんじゅ

が好きなようで、いつも
しんじゅ

真珠の           を身に付けている。 
７．彼はいつも、フランスやイタリアの高価な           の服を着ている。 
８．長い髪もよかったけど、          も似合いますね。 
９．動きやすく丈夫な           は、若者だけでなく中高年にも人気がある。 
10．彼がそろえたカーテン、テーブル、いすなど、どれも彼の           のよさを表

している。 
11．結婚のあいさつで相手の家に行くときは、          な服は避けたほうがいい。 
12．もっと         になりたくて、テニスと水泳を始めた。 
 
３ 
コード  コンセント  スイッチ  スペース  セキュリティー  センサー 
ソファー  バリアフリー  プラグ  リビング  リフォーム  リモコン 
１．新しい家は            を広くしたので、その分、他の部屋は狭くなった。 

２．私は寒い夜は早めに電気
で ん き も う ふ

毛布の          を入れておく。 

３．濡
ぬ

れた手で            に触ると
かんでん

感電する恐れがあります。 
４．公共

こうきょうし せ つ

施設の           化が進み、ほとんどの駅にエレベーターが設置されるよう

になった。 
５．このカレンダーは写真が大きくて、予定を書く       がない。 

６．台所からでも、         の操作
そ う さ

で風呂を沸かせるので便利だ。 
７．この服は、古い着物を          したものです。 

８．うちの玄関
げんかん

は人が通ると         が働いて、電気がつく。 
９．この         は、ベッドとしても使えます。 
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10．電気製品の         の形が違うと、海外では使えない。 
11．             が何本もあって、どれがコンピューターのか分からない。 

12．私ども小島
こ じ ま け い び

警備は            のことなら何でもご相談に応じます。 
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問題Ⅲ 
 
１ 
１．この靴は今日のあなたの（ジーンズ  センス   カジュアル   スタイル）な服装には

合いません。 
２．彼女は料理人仲間と考えた（レトルト   レシピ   ホット   プラグ）を、インター

ネットで流す事業を起こした。 
３．子どもが大きくなったら、ここを（リモコン   リフォーム   レトルト   リビング）

して２部屋にするつもりだ。 
４．今朝の新聞は選挙について、大きな（ニュース   スペース   ストック   ホット）

を割
さ

いて報道している。 
５．地震に備えて、わが家では３日分の食料を（スタイル   ストック   ホット   イン

スタント）している。 
６．彼はいつも銀座の有名店に（オーダー  ソファー   センサー  コード）したスーツを

着ている。 
７．わが家は（テーブル   ファッション   カーテン   バリアフリー）ではないので、

足を骨折
こっせつ

したときは大変だった。 
８．昨日の彼女は黒い（シンプル   スーツ   ズボン   センス）な服に真珠がよく似合

って、とても美しかった。 
９．高級車は盗

ぬす

まれやすいので、様々な（インスタント   プレゼント   コンセント   

セキュリティー）
そ う ち

装置が付いている。 
10．新人のころの（ファストフード  ファッション   フィルム   フレッシュ）な気持ち

を、もう一度思い出したい。 
11．言葉の通じない海外へは、（リビング   フロント   パック   ブランド）旅行で行

くのが安心だ。 
12．新しく買った携帯電話は（スリム   スイッチ   センス   ガラス）で、ポケットに

入れても邪魔にならない。 
13．（ファイル   ハンカチ   ミニ   アクセサリー）の選び方で服の印象がずいぶん変

わる。 
14．あの女優

じょゆう

は役作りのために長い髪を（スタイル   ショート   センス   ブランド）

にした。 
 
２ 
インスタント   オーダー   カジュアル   ジーンズ   ストック 
パック   ファミリーレストラン   レシピ   レトルト 
 今日は休日なので、朝寝坊した。10 時ごろ、パンと         コーヒーで朝食を済ませ

た。洗濯、掃除をして、テレビを見ていたが、１時ごろになって、おなかがすいてきた。冷蔵庫の

中には何もないし、ビールの       もないので、スーパーへ買い物に行くことにした。ス

ーパーでビールと卵を１         、他にもいくつか食品を買った。買い物のついでに昼

食をとろうと思って、近くの             に入った。さすがに日曜日だけあって、

家族連れでにぎわっていた。ここは          な服装の人ばかりなので、Ｔシャツと        

でも入りやすい。アルバイトなのか、高校生ぐらいの女の子が         を取って回って

いた。昼ご飯は外食で済ませたが、晩ご飯は家で何か作ろうと思っていた。しかし、       

を見ながら料理するのが面倒
めんどう

になって、結局温めるだけでいい         のカレーにした。 
 
３ 
シンプル   スペース   セキュリティー   センサー   ソファー 
バリアフリー   ファストフード   ホット   リビング   リフォーム 

 家が古くなり、         するか、建て直すかしなければならない。夫と住宅展示場
てんじじょう

へ

見学に行くことにした。土曜日、
こうがい

郊外にある展示場
てんじじょう

へ車で出かけた。天気もいいし、
てんじじょう

展示場は緑の
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多い所にあるので、外で昼ご飯を食べることにした。通り道にある         の店で、ハ

ンバーガーと 
        コーヒーを買って、展示場

てんじじょう

の近くの大きな公園でお昼にした。 
住宅展示場

てんじじょう

は広い        の中に何軒もの家が建っていた。どの住宅も          

になっているので、年を取ってからも安心して住めそうだ。それに、
ぼうはん

防犯のための           

対策がよく、夜、家の周囲を人がうろうろすると          が働いて、明かりが付くよ

うにもなっている。私たち二人が気に入った家は、あまり飾りがない         な外観
がいかん

の

ものだった。広々とした          にある           に腰かけていると、

何だか自分の家にいるようで、ほっとした。 
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УРОК 2 
問題Ⅰ 
１ 
アナウンス  カウンター  スピード  ターミナル  ダイヤ  バック  バック 
１．車両故障で電車の           が乱れている。  
２．チケットは空港へ行ってから、航空会社の         で受け取ることになっている。 
３．桜の花を        にして、写真を撮りましょう。  
４．乗り換えの車内           が聞き取れなくて、困った。  
５．東京駅には大きなバス          があります。 
６．山道では        を落として、運転してください。 
７．車を         させるので、荷物をどかしてください。  
 
２ 
ピーク   ブレーキ   Ｕターン   ラッシュ   ルート 
１．道を間違えたので、           して、元来た方へ戻った。  
２．朝の           の時間帯は電車が込むので、通勤がつらい。  
３．この道がだめなら別の          を探そう。  
４．首都高速道路の混雑の          は朝８時ごろだ。  
５．             をかけたが間に合わず、交通事故を起こしてしまった。  
 
３ 
オープン  オープン  クレーム  コーナー  サービス  サービス 
１．先週修理したパソコンがまた壊れたので、販売店に         を付けた。 
２．駅前に新しい電気店が           した。 
３．このレストランは料理の味も           も一流だ。  
４．友達の加藤君は明るく         な性格だ。  
５．お菓子の         はエレベーターの横にあります。  
６．5,000 円以上買うと、送料が           になります。  
  
４  
サンプル  セール  セット  セット  ディスカウント 
１．テーブルといすを               で買ったら、別々に買うより安くなった。  
２．スーパーの前で今度売り出す洗剤の          を配っていた。  
３．私は月に 1，2 回は               店に行って、日

にちようひん

用品をまとめ買いしている。  
４．夏物         で、半額になっていたスカートを買った。  
５．サッカーの試合を録画

ろ く が

するために、レコーダーを         した。  
  
５ 
トータル  トータル  フリーマーケット  フロア  ローン 
１．家電製品の         は５階です。  
２．大型テレビを 15 回払いの         で買うことにした。  
３．就職のためにスーツやシャツ、ネクタイなどをそろえたら        で５万円以上かか

った。 
４．今日は公園で            が開かれていて、大勢の人でにぎわっていた。  
５．あの店に行けば、家電製品から家具、カーテンまで、新生活に必要な物を           

にそろえることができる。  
 
６ 
インフォメーションセンター  ガイド  キャンセル  シーズン  シングル  シングル 
１．日本の秋は旅行の          で、特に休日は観光地がとても込む。  
２．パリでは          の案内で、観光名所を回った。  
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３．乗り換えが分からなかったら、駅の              で聞いてください。  
４．最近、30，40 代の           の女性のマンション購入者が増えている。  
５．急に都合が悪くなり、航空券の予約を         した。  
６．一人旅なので、ホテルの部屋は         を予約した。 
 
７ 
ツアー  ツイン  パンフレット  リゾート  ロッカー 
１．夏休みは高原の          地で、1 週間ほどのんびりしようと思っている。 
２．春に京都に旅行したいと思い、          をたくさんもらってきた。 
３．姉と２人で泊まるので、ホテルの部屋は         にした。 
４．日帰りバス        に参加して、有名な桜を見てきた。 
５．荷物が重いので、駅の         に預

あず

けた。 
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問題Ⅱ 
１ 
オープン  オープン  クレーム  コーナー  サービス  サービス  サンプル  セー

ル  セット  セット  ディスカウント  トータル  トータル フリーマーケット  フ

ロア   
ローン 
１．テレビとテレビ台の         でこの値段ならとても安い。  
２．人柄、学歴、意欲などを          に見て、彼を採用することにした。  
３．建設中だった美術館が完成し、明日        する。  
４．このエレベーターは各          に止まります。  
５．卒業式が始まるので、早くマイクを          してください。  
６．汚れが落ちていなかったので、クリーニング店に        を付けた。 
７．布地の          を見て、今のカーテンを注文した。  
８．山田さんとは何でも            に話せる親友だ。  
９．100 円どころか、99 円、98 円の            店も出てきた。  
10．このスーパーの食料品売り場は、野菜の          が広くて、種類も豊富だ。  
11．年末売り尽くし         をしていたので、前から欲しかった服を買った。  
12．近くの公園で開かれている           で、洋服や皿など不用品を売った。 
13．           のよしあしで店を選ぶ人は少なくない。 
14．自動車を         で買ったので、毎月３万円ずつ払わなければいけない。 
15．八百屋で品物がいいとほめたら、トマトを一つ          してくれた。 
16．結婚式の招待客は両家を        すると、100 人だった。  
 
２ 
アナウンス  カウンター  スピード  ターミナル  ダイヤ  バック  バック  ピー

ク 
ブレーキ  Ｕターン  ラッシュ  ルート 
１．ディズニーランドに行っても、         の出る乗り物には怖くて乗れない。  
２．野球場の場内           が選手交代を伝えた。  
３．台風のため、新幹線は           が大幅に乱れた。  
４．学校は郊外にあるので、朝の           の時間でも楽に通学できる。  
５．テーブル席が空いていなかったので、           でコーヒーを飲んだ。  
６．人気が        のときは、彼の小説は 100 万部売れた。  
７．新宿駅はＪＲや私鉄各線が乗り入れる           駅で、1 日の乗降客が非常に多

い。  
８．彼の強引なやり方に部長が        をかけた。 
９．自宅の駐車場で、         してきた車に子どもがひかれるという事故が起きた。  
10．大手スーパーは独自の          で、商品を仕入れているから安くできる。  
11．表紙の文字が目立つように、         は薄い色にした。  
12．彼は東京での仕事を辞めて、故郷へ         した。  
 
３ 
インフォメーションセンター  ガイド  キャンセル  シーズン  シングル  シングル 
ツアー  ツイン  パンフレット  リゾート  ロッカー 
１．この日帰りバス旅行は          の案内付きで、昼食代が含まれて 8,900 円です。  
２．６時になっても仕事が終わらず、しかたなく歯医者の予約を         した。  
３．          の部屋にもう一つベッドを入れてもらって、３人で一部屋に泊まった。  
４．デパートで迷子

ま い ご

が泣いていたので、               に連れていった。  
５．映画好きの夫は見に行くと必ず           を買ってくる。  
６．美術館では荷物を        に預けて、ゆっくり鑑賞

かんしょう

することにしている。  
７．初めてのヨーロッパ旅行なので、         で行くことにした。  
８．結婚してお金で苦労するぐらいなら、一生           でいいと考える人もいる。  
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９．正月は南の島の          地に行って泳ぎたい。  
10． １月、２月は受験          なので、受験生は風邪を引かないように気を遣

つか

う。 
11．夫婦で旅行するときは、夫のいびきがうるさいので、部屋は         を２つとる。  
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問題Ⅲ 
 
１ 
１．（センサー  サンプル  シンプル  ソファー）を使ってみたらよかったので、次はこの

化粧水を買おう。 
２．この旅行の（ツイン  パンフレット  ディスカウント  ツアー）は見やすくて、説明も

分かりやすい 
３．サーシャ君は頑張

が ん ば

りすぎる性格なので、誰かが時々（ターミナル  ショート  クレーム  

ブレーキ）をかけてやらないと、体を壊すのではないかと心配だ。 
４．観光地を見て回るより、海辺に滞在して（インスタント  コンセント  スピード  リゾ

ート）気分を味わいたい。 
５．開演５分前の（アナウンス  センス  リフォーム  スペース）があったから、そろそろ

席に着きましょう。 
６．火事で焼けた店は１か月休んでいたが、今日から（オーダー  シーズン  オープン  コ

ーナー）だ。 
７．念願

ねんがん

だった家を建てることになり、35 年の（コード  セール  ショート  ローン）を組

んだ。 
８．価格、広さ、間取り、交通の便などを（ディスカウント  トータル  セール  キャンセ

ル）に考えて、この家を買った。 
９．お世話になった方に、お歳暮

せ い ぼ

にコーヒーと紅茶の（コーナー  レシピ   バック   セ

ット）を贈った。 
10．今までの取引先に加え、新しい販売（フロア   ルート   シーズン   レトルト）を

開拓
かいたく

して、売上を伸ばした。 
11．イワンは本もノートも持って帰らず、学校の（ターミナル   スタイル   ツアー   

ロッカー）の中に入れている。 
12．この線は（ソファー  ツイン  ダイヤ   フロア）が改正

かいせい

されて、電車の本数が増え、

便利になった。 
13．スポーツの実況

じっきょうちゅうけい

中継：オリンピック出場をかけた決定戦。残り時間はあと３分。観客の興奮
こうふん

は 
（ピーク   パック   バッグ   プラグ）に達しています。 
14．近くに新しい美容院ができたので、いつも行く美容院の（サービス  ストック   ショー

ト  ジーンズ）がよくなった。 
 
２ 
サービス  カウンター  ガイド  シングル  ツアー  ツイン  パンフレット  リゾ

ート 
  このたびは当社の       「ハワイ特選の旅」にお申し込みいただき、まことにありが

とうございます。お問い合わせいただいた件ですが、１名様でご参加の場合は原則
げんそく

としてお部屋は

他のお客様と同室で      の部屋をご用意させていただいております。１名様で一人用の       

の部屋をご希望の方は、お申し込みの際にお申し出ください。その場合、
べ っ と

別途追加料金をいただき

ますのでご了 承
りょうしょう

ください。「ハワイ特選の旅」でご利用いただくホテルは、         、

設備ともに一流でございます。また、
てんじょういん

添乗員は同行いたしませんが、現地        がご案

内させていただきますので、ご安心ください。ご出発当日は、出発２時間前までに成田空港当社        

前にお集りください。なお、大変便利なお土産の予約販売も受け付けております。ご出発前にお選

びいただいたお土産は、ご指定いただいた日にご自宅に届きます。ご旅行中はお土産の心配もなく、

ゆっくりと南の島の        をお楽しみいただけると、大変ご好評
こうひょう

いただいております。

どうぞご利用ください。詳しい
せいさん

精算方法等につきましては          の 36 ページをご

参照
さんしょう

ください。その他ご不明な点がございましたら、何なりとお尋ねください。 
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３ 
コーナー  セット  セール  ディスカウント  トータル  フリーマーケット  フロア 
 ４月から大学に通うので、日本語学校の寮を出て大学の近くに引っ越すことになった。寮を出る

と、新しく買わなければならない物がいろいろある。先週、近くの大型スーパーで新生活応援
おうえん

        

をやっていたので行ってみた。４階の          の約半分が、一人暮らしを始める人の

ための
とくせつ

特設         になっていて驚いた。日本では４月から新学期が始まるし、就職し

て親から独立したり、転勤なども４月が多いそうだ。店員さんに冷蔵庫、洗濯機、テレビの３点       

がお買い得だと勧められたが、留学生の私にとってはとても高い。テレビはどうしても欲しいから、   
         店とどちらが安いか比べてみよう。入学金や引っ越し費用など         

すると、100 万円近い特別出費
しゅっぴ

になる。少しでも節約しなければと考えながら暗い気持ちで帰って

きたら、公園で             をやっていた。タオルや食器などが安く変えて、少し

うれしくなった。 
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УРОК 3 
問題Ⅰ 
１ 
アマチュア  コーチ  ゴール  ジャンプ  セーフ  セーフ 

１．遅刻しそうだったが、教室に駆
か

け込んで、ぎりぎり         で間に合った。  
２．スキーの           競技で山田選手が優勝した。 
３．            に指導されたとおりやってみたら、うまくいった。  
４．彼は 100 メートル競走で一位で            した。  
５．              のスポーツ選手は仕事が終わった後で練習している。  
６．野球の実況

じっきょうちゅうけい

中継：あ、谷口
たにぐち

選手が走りました。        です。
とうるい

盗塁成功です。  
 
２ 
タイム  チャレンジ  テクニック  トレーニング  ハードル 

１．彼の 100 メートル平泳
ひらおよ

ぎの          は、私が 50 メートル泳ぐより速い。  
２．今回のスキーの大会では、世界の一流選手たちが高度な           を披露

ひ ろ う

した。  
３．１回戦で優勝候補

こ う ほ

とぶつかるが、          精神で
が ん ば

頑張ろう。  
４．水泳でオリンピックに出場するという         は私には高すぎる。 
５．私は毎日 30 分筋力

きんりょく

          して、次の試合に備えている。  
 
３ 
ピンチ  プレー  プロ  メンバー  ライバル 

１．           開始の合図
あ い ず

で、選手が
し ゅ び

守備位置に着いた。  
２．有名な         のサッカー選手は、入団時に高額の契約金を受け取る。  
３．残り時間があと５分というところで、この試合最大の          を切り抜けた。  
４．サッカーのチームを使ったが、試合をするには          が足りない。  
５．彼らはいつも優勝を争う、柔道のよき          だ。  
 
４  
リード  リード  ルール  レギュラー  ロス 
１．彼はクラス全員をうまく          して、まとめている。  
２．私にとっては野球よりサッカーの           のほうが分かりやすい。  
３．田中選手は 3,000 メートル競走で転んで、１分ほど        してしまった。  
４．マラソンの実況

じっきょうちゅうけい

中継：現在、30 キロ地点で、山田選手は２位の選手を大きく       

して、先頭
せんとう

を走っています。  
５．やっとサッカーの           選手になれ、今度の試合に出られることになった。  
  
５ 
オーケストラ  コンクール  テンポ   ヒット   フェスティバル  プログラム 
１．この曲は          が速くて、私には踊りにくい。  
２．彼の作った曲は、若者の間でいつも          する。  
３．わが校は高校の合唱

がっしょう

            で入賞した。  
４． 今晩、ドイツから来た有名な           の演奏

えんそう

を聞きに行く。 
５．アジア            で各国の伝統音楽が紹介された。 
６．コンサートが始まるまで席で           を読んでいよう。  
 
６ 
ヘッドホン   ボリューム   ボリューム   ライブ   リズム 
１．今夜、若者に人気があるグループの            コンサートに行く。  
２．うるさいので、ラジオの            を下げてください。    



 

53 

３．電車の中では乗客の迷惑
めいわく

にならないように           を付けて、音楽を聞いてい

る。  
４．大学の近くのレストランは          があるし、安い。  
５．これから音楽を流しますから、           に合わせて踊りましょう。  
 
７ 
アニメ   エンジョイ   キャラクター   キャラクター   コレクション 
１．彼女の趣味は人形の            だ。  
２．就職も決まったので、今年は学生最後の夏休みを思い切り          するつもりだ。  
３．うちの子どもは             のついた帽子を欲しがっている。  
４．今話題の             映画を子どもと見に行った。 
５．彼女は明るい            で、クラス全員から好かれている。 
 
８ 
シナリオ   シナリオ   ジャンル   シリーズ   スクリーン 
１．今度できた映画館は           が大きくて、いすもゆったりしている。 
２．図書館の本は政治、経済、文学など          ごとに並べられている。 
３．古い小説を映画化することになり、          を有名な脚本家に依頼した。 
４．これは日本の昔話を集めた          で、全部で 12 巻あります。 
５．大学を卒業後、俳優になり、将来は映画監督になるという         を考えている。 
 
９ 
ストーリー   バラエティー   バラエティー   レジャー   レンタル 
１．夫は自由な発想で          に富んだ料理を作ってくれる。 
２．最近は釣りなど、海の         を楽しむ人が多い。 
３．週末は洋画のビデオを３巻          して、家で見ていた。 
４．映画化されたら原作の           と違っていて、がっかりした。 
５．家族が一緒によく見る番組は、週末の夜の          です。 
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問題Ⅱ 
 
１ 
アマチュア   コーチ   ゴール   ジャンプ   セーフ   セーフ   タイム   
チャレンジ   テクニック   トレーニング 
１．先月のマラソン大会では、後３キロで         というところで走れなくなった。  
２．ゴルフの石川選手は             ながら史上最年少優勝を果たした。  
３．100 メートル走の          は、12 秒６だった。  
４．今度のサッカーの          は厳しそうな人だ。  
５．日本へ来て６か月、私には難しいけれど日本語能力試験 N1 に         するつもり

だ。  
６．野球：本塁

ほんるい

へ滑り込み         となり、追加点をあげた。  
７．スキーの            台から下を見たら、怖くて足が震えた。  
８．ロシアの音楽学校に 15 歳から留学して、高度なピアノの          を身に付けた。 
９．老化

ろ う か ぼ う し

防止のため、脳
のう

の          がはやっている。  
10．今から願書を送れば、締め切りにぎりぎり          で着くだろう。  
 
２ 
ハードル  ピンチ   プレー   プロ   メンバー   ライバル   リード     
リード   ルール   レギュラー   ロス 
１．学費が安い大学で勉強したいが、私には国立大学は           が高い。  
２．昨日のテニスの大会では、素晴らしい          に観客全員が拍手を送った。 
３．事故を防ぐためには交通          を守ることが何より大切だ。  
４．息子は           のサッカー選手になって、ドイツで活躍している。  
５．町内会の野球チームは平均年齢が高く、若い           を募集している。  
６．弟はやっとサッカーチームの          になれて、毎回試合に出られると喜んでい

る。 
７．前半まで３対１で、こちらが２点           していた。  
８．学年でいつも１、２位の成績の二人は、常に          としてお互いを意識してい

る。  
９．今月は予定外の出費

しゅっぴ

が多くて、家計が          だ。  
10．長い会議は時間の          だ。  
11．山下課長は部下をうまく          して、仕事を進めている。  
 

３ 
オーケストラ   コンクール   テンポ   ヒット  フェスティバル   プログラム 
ヘッドホン   ボリューム   ボリューム   ライブ   リズム 
１．今日の試合は          が速くて、短時間で終わってしまった。  
２．テレビの脚本

きゃくほん

の          で入賞し、ドラマ化されることになった。 
３．今晩は           たっぷりの食事で、おなかがいっぱいになった。 
４．あの映画は大        していて、並ばなければ見られないほどだ。  
５．弟は            で第一バイオリンを受け持っている。  
６．夜、音楽を聞くときは、隣の部屋の人がうるさくないように、         を付けてい

る。  
７．ここでは毎年、有名な歌手が出演

しゅつえん

する大きな音楽          が開かれ、数万人の観

客が訪れている。  
８．最近、深夜のアルバイトを始めて、生活の          が狂

くる

ってしまった。  
９．弟が隣の部屋で受験勉強をしているので、           を下げて音楽を聞いている。  
10． 音楽会の              を読んで、指揮者

し き し ゃ

の
けいれき

経歴を知った。 
11．インターネットで好きな歌手の          情報を調べる。  
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４ 
アニメ   エンジョイ   キャラクター   コレクション   シナリオ   シナリオ  
ジャンル   シリーズ   スクリーン   ストーリー   バラエティー   レジャー 
レンタル 
１．日本の         は芸術性にも優れ、世界的に有名だ。 
２．わが社はキャンプ場、遊園地

ゆ う えん ち

など         産業に力を入れています。 
３．あの映画には大好きな俳優が出ているので、テレビではなく映画館の大きな      で見

たい。 
４．ディズニーランドに行って、お土産に         商品を買った。 
５．この映画は最後まで目が離せない         が展開されるそうだ。 
６．この美術館は 19 世紀の油絵を中心に         している。 
７．今はわざわざ店まで行かなくても、インターネットで CD や DVD を簡単に        で

きるので便利だ。 
８．このゲームはとても面白かったので、         になっている他のソフトも買おうと

思う。 
９．あの脚

きゃくほ ん か

本家の         はせりふが長いので、俳優
はいゆう

は覚えるのが大変だ。 
10．両親は初めての海外旅行をとても           したらしい。 
11．今日のパーティーの料理は和・洋・中と           豊かだった。 
12．私は一人息子を将来は有名医大に進学させ、一流の医者にするという      を描いてい

る。 
13．どんな          の音楽が好きですか。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．この店のラーメンはおいしくて（ボリューム  クレーム  メンバー  ブレーキ）もある

ので、人気がある。 
２．このゲーム機は 500 円で 2 回（コーチ  プレー  ゴール  ツアー）できる。 
３．就職して２，３カ月は社会人としての生活（リズム  ダイヤ  ライブ  ジャンプ）に慣

れなくて疲れた。 
４．ここでは木村氏の（ヘッドホン  スクリーン  ファッション  コレクション）の中から、

特に素晴らしい作品を展示しています。 
５．母は田舎暮らしが長かったので、（ライブ  テンポ  タイム  ヒット）の速い都会の生

活は疲れると言っている。 
６．卒業論文の提出期限に間に合わないと思ったが、何とか（セーフ  ライブ  ジャンプ  

レシピ）だった。 
７．この映画は大好きなので、（ジーンズ  シンプル  シーズン  シリーズ）６作は全部見

た。 
８．冬山登山は高度な（ストック  リビング  テクニック  コンクール）と体力が必要だと

聞いている。 
９．この小説の（ストーリー  スタイル  スピード  スクリーン）は 18 世紀のパリを舞台に

して展開されている。 
10．簡単な計算は脳の（ストック  リビング  バック  トレーニング）になると言われてい

る。 
11．（ハードル  スタイル  シングル  キャセル）が高いからといって、最初から逃げては

だめだ。 
12．私の町は財政（ピンチ  レシピ  スイッチ  ピーク）で、住民税が上がった。 
13．英語を一生懸命勉強して、来年、イギリスの留学試験に（キャンセル  チャレンジ  ジャ

ンル  フェスティバル）する。 
14．A 社は世界を（コード  ガイド  ショート  リード）する環境技術を持っている。 
 
２ 
アマチュア  コーチ  タイム  チャレンジ  テクニック  トレーニング  ハードル 
プロ  ライバル 
 スポーツ競技界では以前、練習は主に選手の努力によるものだったが、今はスポーツ医学の発達

などにより、科学的に分析された訓練をするようになった。選手たちは        の指導の

下で 
         を磨くだけでなく、専門家から医学的指導、栄養指導、心理面での指導なども

受けている。例えば、マラソンでは酸素の薄い高地で         することで、実際の試合

のときに 
          がよくなることもある。また、          と競り合ったときに勝

てたり、試合前に気持ちを落ち着かせたりできるのは、心理面での指導によるものが大きい。今で

は学生や社会人の         選手から野球などの        の選手まで、これらの

訓練を採用している。陸上競技で人気がある 100 メートル競走でも高度な訓練を受けて、今や世界

記録は９秒台である。しかし、日本人選手にとって 10 秒の壁は厚く、その        は高い。

日本人選手はもちろん、世界中の選手が恵まれた訓練を受けられて、大きな記録に        

してほしいものだ。 
 
３ 
キャラクター  シナリオ  ジャンル  シリーズ  スクリーン  ストーリー  ヒット 
ピンチ  レンタル 
 日本で有名な映画といえば、『男はつらいよ』         です。48 作も制作され、その

すべてが         しました。世話好きで、人情があり、明るい         の寅
とら

さんが主人公です。寅さんは優しいおじさんとおばさん、経済的に         になると、

いつも助けてくれるしっかり者の妹のさくら、それに人のよい隣人たちに恵まれていますが、一か
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所にじっとしていられないので、旅から旅の毎日を送っています。第 41 作ではオーストリアの首都

ウィーンが舞台で、そこで繰り広げられる         は日本人の女性とオーストリア人の

若者の恋愛でした。大きな 
           に映し出されるオーストリアの山や川はきれいでひた。寅さんはどの作品

でもすぐに恋をし、すぐに失恋してしまうのですが、この『男はつらいよ』は、映画の          
でいえば、喜劇です。ほとんどの作品は山田監督

かんとく

が         も書いています。今は、ビ

デオやDVDを          して全作品を見ることができます。 
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УРОК 4 
問題Ⅰ 
１ 
アシスタント  アナウンサー  エコノミスト  エンジニア  ガードマン  カウンセラー 
１．私の職場には専門の          がいて、心の悩みを聞いてくれる。  
２．飛行機を造る           になりたいので、航空

こうくう

工学の勉強をしたい。  
３．写真家になるために、最初は有名な写真家の田中氏の           として働いた。  
４． 彼女は、去年から７時のニュースを担当している            だ。 
５．              でも、株価

か ぶ か

の長期的な
よ そ く

予測をするのは難しい。  
６．私は銀行で           をやっているときに、強盗

ごうとう

に
で あ

出遭ったことがある。  
 
２ 
コンサルタント   ジャーナリスト   スタッフ   デザイナー   フリーター 
１．彼は卒業後３年ほど             だったが、最近定職に就いた。  
２．レストランのアルバイトで、先輩の           にいろいろ教わった。 
３．将来は          になって、報道の仕事がしたい。 
４．彼は長く一流銀行に勤めた後、 金融

きんゆう

            として独立した。 
５．彼女はいつもイタリアの有名            の服を着ている。  
 
３ 
アレルギー   インフルエンザ   ウイルス   カウンセリング   カプセル 
１．卵、そばなどいろいろな食品が原因で           が起こる。  
２．風邪の           に感染するのを防ぐために、帰宅したらうがいと手洗いをして

いる。  
３．急に高熱が出たら、ただの風邪ではなく、           かもしれません。  
４．小、中学校でも、悩みがある子どもは              が受けられる。  
５．私は薬が苦手だが、          なら何とか飲める。  
 
４  
カルテ   カロリー   ケア   コンディション   コントロール 

１．試合を明日に控
ひか

え、選手たちの             はよい。  
２．家族だけでなく社会で老人を           することも大切だ。  
３．医者は私に病気の履歴

り れ き

を聞いて、          に書きこんだ。  
４．最近太り気味なので、健康のために           を控

ひか

えた食事を作るようにしてい

る。  
５．医者に体重を             するように言われた。  
  
５ 
シグナル   ストレス   バランス   バロメーター   ホームシック 
１．新しい職場の人間関係が難しくて、          がたまっている。  
２．初めての外国生活で友達もできず、          になった。 
３．ひどいいびきは病気の             と考えて、注意したほうがいい。  
４．健康のためには肉や魚、野菜などを           よく食べることが大切です。 
５．血圧

けつあつ

は健康の             だと聞いて、毎日
はか

測っている。 
 
６ 
メカニズム   メンタル   リハビリ   リフレッシュ   リラックス 
１．病後の            に毎日１時間散歩している。 
２．本番前はとても緊張していましたが、彼女の一言で          することができまし

た。  
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３．最近の子どもは体力的にも          な面でも弱いと言われる。  
４．朝から勉強ばかりしていて疲れたので、好きな音楽でも聞いて、気分を             
しよう。  
５．DNA の研究が進み、遺伝の            が少しずつ解明されてきた。  
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問題Ⅱ 
 
１ 
アシスタント  アナウンサー  エコノミスト  エンジニア  ガードマン  カウンセラー 
コンサルタント  ジャーナリスト  スタッフ  デザイナー  フリーター 
１．人の悩みを聞き、問題解決の手助けをする          になるために、大学で心理学

を勉強しようと思う。  
２．映画作りには多くの制作

せいさく

           がかかわっている。 
３．世界一周するような大きな船を造る          になりたい。  
４．彼は料理学校を卒業して、有名な料理研究家の           をしている。  
５．              の使命は真実を正しく報道することだが、なかなか難しい。  
６．最近はアジアやヨーロッパでも、日本人           の服は人気がある。  
７．素敵

す て き

な相手を見つけて結婚したいので、結婚            に相談した。 
８．有名な２人の          が全く違う景気

け い き よ そ く

予測をしているので、どちらを信じたらよ

いのか分からない。 
９．彼は N 放送局で          として活躍した後、今は話し方教室を開き、いろいろな

人を指導している。  
10．私の仕事はビルの           だが、事件や事故が起きないようにとても気を遣う。  
 
２ 
アレルギー  インフルエンザ  ウイルス  カウンセリング  カプセル  カルテ  ケア 
カロリー  コンディション  コントロール 
１．家族関係に悩んで眠れなくなり、           を受けた。  
２．最近、食物            を持っている子どもが増えているという。 
３．鳥から人間にも感染

かんせん

する鳥            が、世界中に広がる恐れがある。  
４．がん患者には治療とともに精神面での         も必要だ。 
５．朝飲む薬は白と黄色の           が１個ずつです。  
６．あなたの年齢で１日 2,500            はとりすぎですよ。  
７．エイズ            の感染者

かんせんしゃ

は、世界に数千万人いる。  
８．彼は感情

かんじょう

の          がうまくできなくて、いつもいらいらしている。  
９．最近、パソコンを使って         を作成する医者が増えた。  
10．来週の試合に備えて休養を取り、           を整えている。  
 

３ 
シグナル  ストレス  バランス  バロメーター  ホームシック  メカニズム  メンタ

ル 
リハビリ  リフレッシュ  リラックス 

１．彼女は             面を鍛
きた

えて、スキーの世界大会で優勝できたという。   
２．会社でたまった          を発散

はっさん

するために、運動を始めた。 
３．骨折

こっせつ

が治って退院したが、しばらく           のために通院が必要だ。  
４．私にとっては、食欲は健康の             だ。  
５．増え続ける異常

いじょうきしょう

気象は、地球からの        ととらえて、対策を考えなければならな

い。  
６．今月も赤字だ。もっと収入と支出の          を考えた生活をしなくてはいけない。 
７．彼女の家には初めて行ったのに、自分の家のように          して過ごした。  
８．週末は趣味のテニスで汗を流して、気分を            させた。  
９．地震の           の研究が進めば、確実に予知

よ ち

できる日が来るかもしれない。  
10．日本へ来た彼女が            にならなかったのは、すぐに日本人の友達ができ

たからだそうだ。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．最近は、お菓子の箱にも（アレルギー  アクセサリー  アナウンス  アマチュア）表示

がされている。 
２．勉強とアルバイトだけでは（シグナル  スペース  サービス  ストレス）がたまって、

病気になりそうだ。 
３．生命進化の（ボリューム  メカニズム  クレーム  リフォーム）はとても不思議で、分

からないことが多い。 
４．A 氏は大学の新聞学科を卒業後、B 新聞社に入社、現在は（アシスタント  エコノミスト  

ガードマン  ジャーナリスト）として、第一線で活躍中です。 
５．少子高齢化が進むと、人口構成

こうせい

の（スペース  バランス  サービス  ウイルス）が悪く

なる。 
６．犯罪が起きると、心に傷を負った被害者

ひ が いし ゃ

のために（カウンセラー  デザイナー  オーダー  

コーナー）が相談に当たる。 
７．「笑顔は幸せの（カウンター  ソファー  レジャー  バロメーター）だ」と言う人がい

る。つまり、笑顔の多い人ほど、幸せであるということだ。 
８．有能

ゆうのう

な（コンサルタント  アシスタント  アナウンサー  フリーター）に相談できたお

かげで、経営の立て直しができた。 
９．祖父は血圧を（トータル  ターミナル  カジュアル  コントロール）するために、毎日

薬を飲んでいる。 
10．１か月後の試合に備えて、選手たちは心と体の（ファッション  コレクション  リフレッ

シュ  コンディション）を整えている。 
11．本を出版

しゅっぱん

することになって、
へんしゅう

編集（スタッフ  ジャンプ  ライブ  セーフ）と打ち合

わせをした。 
12．大学での専攻

せんこう

を生かして、環境に優しい車を造る（アマチュア  アナウンサー  エコノミ

スト  エンジニア）として働きたいと思っている。 
13．緊張

きんちょう

や不安が多い現代社会では、自分で（リフォーム  リハビリ  リラックス  リード）

する方法を見つけなくてはいけない。 
14．最近は社員の身体的な健康面だけでなく、（ハードル  ルール  メンタル  ジャンル）

な面にも注意を払う企業が多くなった。 
 
２ 
アシスタント  アナウンサー  エンジニア  ガードマン  ジャーナリスト  フリーター  
ホームシック  リフレッシュ 

 私は小さいころから漫画
ま ん が

が好きで、
ま ん が か

漫画家になるのが夢だった。出版社
しゅっぱんしゃ

に
お う ぼ

応募して採用されたこ

ともあった。高校卒業後、漫画家になろうと上 京
じょうきょう

したが、はじめの２年間は決まった仕事がない       
だった。ビルや人々の安全を守る         をやったときは、このままこの仕事を続けよ

うかと思った。掃除の仕事でテレビ局や新聞社へ行ったときは、ニュースを伝える          

や取材で各地を飛び回る         の仕事にあこがれた。自動車会社の工場で働いたとき

は、自動車を造る          もいいなと思った。20 歳になって、さすがにこのままでは

いけないと考えた。思い切って、前に漫画を採用してもらったことがある出版社へ行って、編集者
へんしゅうしゃ

に会った。相談したところ、運よく          を探している漫画家を紹介してもらえた。

今は絵を
ぬ

塗る仕事をしているが、失敗して先輩にしかられ、落ち込むこともある。そんなときは

田舎
い な か

のことを思い出して 
            になり、家族にとても会いたくなる。気を遣

つか

う大変な仕事だが、休みの

日には自転車で海へ行って          する。そして、元気を取り戻してまた仕事に戻

る。
おうえん

応援してくれる両親のためにもいつかちゃんとした漫画家になろうと頑張
が ん ば

っている。 
 
３ 
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アレルギー   インフルエンザ   ウイルス   シグナル   ストレス  
デザイナー  バランス 
 私は服の           なので、冬は夏物の新作発表があり、とても忙しい。今年は空

気が乾燥していて           がはやるとの予測だった。予防
よ ぼ うせっしゅ

接種をしたいのだが、 
卵            があり、できない。今日は朝から、体がだるくて頭痛もしたが、仕事

を休むことができなかった。無理に仕事を続けていたら、夕方急に高熱が出たので、急いで病院に

行った。朝からの症 状
しょうじょう

はすべて体からの            だったのだから、もっと早く

病院へ行くべきだった。そういえば、最近電車の中でせきをしている人が多かった。通勤電車の中

には            が
まんえん

蔓延していたのだろう。この時期は仕事に追われて、           

もたまる。また、三度の食事もきちんと取れなくなるので、栄養の          も崩れて

病気にかかりやすくなる。毎年、病気になると分かっていながら、どうしようもないと思う毎日で

ある。 
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УРОК 5 
問題Ⅰ 
１ 
アンケート   アンテナ   アンテナ   インタビュー   キャッチ 
１．私はインターネットから必要な情報を             している。  
２．国会終了後、記者が環境省の大臣に            した。  
３．衛星放送専用の               を付けている家をよく目にする。  
４．東京の大学生に、就職したい企業の条件について              を取った。 
５．映画好きの彼は          を張って、常に最新作を見ている。  
 
２ 
クイズ   ゲスト   コマーシャル   コメント   コラム 
１．C 新聞の          の文章は大学の入試問題によく使われる。  
２．今後の景気予測について経済学者が            した。  
３．テレビ            につられて、つい新商品を買ってしまう。  
４．            番組で全問正解し、賞金１００万円を獲得した。  
５．司会者が今日の            の野球選手を紹介した。  
 
３ 
スポンサー   タレント   チャンネル   デマ   ドキュメンタリー トピック 

１．F銀行が危ないという            が流れ、預金者の間に不安が広がった。  
２．番組の最初と最後には             の企業の名前が出る。 
３．世界中の子供を撮っているこの             番組が好きです。  
４．彼は元々舞台俳優だが、最近はテレビ            として活躍している。  
５．今の時間、その           では、天気予報は放送していません。 
６．年末になると「今年の流行語大賞」が新聞や雑誌の           になる。  
 
４  
ヒント   フィクション   マスコミ   メディア   リアル   リクエスト 
１．視聴者からの              で、この歌手の特集を組みました。  
２．有名女優の結婚記者会見には           会社が集まった。 
３．まるで実話かと思うでしょうが、これは作者が考えた             です。  
４．インターネットという              の出現で、個人でも情報が発信できるよ

うになった。  
５．あの映画は暴力場面があまりに               なため、入場者の年齢制限が

設けられた。  
６．この問題は難しいから            がないと解けません。  
  
５ 
エンジン   エンジン   クローン   コンパクト   タイプ   タッチ タッチ 

１．論文締め切りまで後 3 日だ。そろそろ           をかけないと間に合わない。  
２．この図書館ではパソコンの画面に            して、本を探すことができる。  
３．          なくるまの利点は、狭い道でも楽に走れることと、燃費がいいことだ。  
４．最近は、壁に掛けられる            のテレビが人気です。  
５．羊や牛だけではなく、犬や猫の             化が研究されている。  
６．私はその件には全く            していないので、彼に聞いてください。 
７．最近、環境に配慮して、赤信号では           を切っているバスが多い。  
 
６ 
バイオ   ハイテク   パワー   パワー   マニュアル   ロボット 
１．うちの近所は坂道が多いので、もっと           がある車が欲しい。  
２．去年、              で新種の植物が作られている。  
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３．博覧会では、人間のように歩いたり、踊ったりする            が大人気だった。 
４．親達の               で児童手当の引き上げを実現しよう。  
５．               をよく読んで、そのとおりに操作して下さい。 
６．国の発展のために、政府は IT 関連の             産業に力を入れている。 
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問題Ⅱ 
１ 
アンケート アンテナ アンテナ インタビュー キャッチ クイズ  

ゲスト   コマーシャル コメント コラム  スポンサー 

１．スポーツ紙の             にまで政治問題が取り上げられている。 
２．コンビニエンスストアでは消費者の好みを敏感に           した新商品が次々と

店頭に並ぶ。 
３．友人が出した「世界で一番広い砂漠はどこ？」という          に答えられなかっ

た。  
４．ビール会社に依頼され、お酒について１０００人に             調査をした。 
５．映画作りの資金を出してくれる              を探している。 
６．今回の政治資金問題について、私からは何も            が出せません。 
７．有名な経済学者がテレビ討論会に特別             として出演した。 
８．電車の中で携帯電話の          を伸ばして、テレビを見ている人がいた。 
９．街頭で               された私の映像が夜のニュースで流れて、びっくりし

た。 
10．Fしゃはシャンプーのテレビ          が評判になり、売り上げがぐんと伸びたそ

うだ。 
11．経済学者の彼女は世界経済の動向に常に          を張っている。  
 
２ 
タレント チャンネル デマ ドキュメンタリー トピック ヒント 

フィクション マスコミ メディア リアル  リクエスト 

１．母は夜のニュースは決まった           でしか見ない。  
２．            各社の誤った報道で、人権を侵害された人もいる。 
３．地方紙のの記者は町のちょっとした             も記事にするそうだ。  
４．これは第二次世界大戦を撮った               映画だ。 
５．「お弁当買いに行くけど、何か            ある？」「じゃあ、すき焼き弁当に

して」。 
６．様々な           の発達で、どこの国にいても同じ情報が得られる。  
７．最近、弁護士や医師がテレビ             として登場する番組が増えた。 
８．その記事の             な描写

びょうしゃ

から事故の様子が読者によく伝わった。  
９．よくできた             かと思ったら、本当にあった事件だった。 
10. 悪質な            が流れ、彼女は職場にいられなくなった。  
11．あなたの話が          になり、新しい事業を起こすことができました。  
 

３ 
エンジン   クローン   コンパクト   タイプ   タッチ   タッチ 
バイオ   ハイテク   パワー   パワー   マニュアル   ロボット 
１．父は古い           の人間で、長男は結婚したら親と同居するものと決めている。   
２．ペットを失った人のために、その遺伝子を使った          犬

けん

が作られ始めた。  
３．友人は農学部で            科学を専門に勉強している。  
４．人間の代わりに危険な作業を            にやらせる工場が増えてきた。  
５．日本語能力試験まで 1 か月しかないのに、どうしても           がかからない。  
６．ATM では指示に従って、画面を            してください。  
７．子供連れの旅行なので、自分の荷物は           にまとめた。  
８．この掃除機は               があるので、ごみをよく吸い取る。  
９．当社は顧客

こきゃく

からの
くじょう

苦情に対応するために、            を作成している。  
10．車や飛行機がどんなに             化されても、人間の不注意で事故が起こる

こともある。  
11．後で責任を問われると困るので、その仕事には          したくない。 
12．車いすでスポーツする姿は人々に           を与える。  
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問題Ⅲ 
１ 
１．高齢者なのに、地域活動に参加する彼女は（パック  ピンチ  ヒット  パワー）にあふ

れている。 
２．ここ 1 週間の一番大きな（ストック  トピック  スタイル  トータル）は首相の突然の

辞任だった。 
３．（ゲスト  アンテナ  マスコミ  チャンネル）を志望

し ぼ う

していた彼は
なんかん

難関を突破
と っ ぱ

して、C
テレビ局に就職できた。 

４．図書館に読みたい本を（リズム  リハビリ  リビング  リクエスト）したら、取り寄せ

てくれた。 
５．私は朝ご飯を食べないと、午前中（クローン  アンテナ  エンジン  ハイテク）がかか

らない。 
６．このバッグは見た目は（コンパクト  ロボット  タレント  エコノミスト）だけど、た

くさん入る。 
７．誰かが流した（ケア  デマ  ロス  ミニ）がもとで、二人の仲が壊れた。 
８．生活苦で学校に行けない子ども達のために、あなたも（スポンサー  コーナー  センサー  

アナウンサー）になってくれませんか。 
９．本誌の読者（リード  アンケート  リアル  アマチュア）に答えてくださった方に、図

書カードをプレゼントします。 
10．この回転ずし屋では画面のメニューに（パック  ヒット  タッチ  セット）して注文す

る。 
11．この小説は実際にあった事件を（ヒント  リアル  コラム  ライブ）にして書かれたそ

うだ。 
12．電気とガソリンで走る（アニメ  タイプ  テンポ  ピンチ）の車は、二酸化炭素の排出

量がとてもすくない。 
13．客への対応をまとめた（シグナル  マニュアル  タレント  アンテナ）を新人研修に使

用している。 
14．その事件について、多くの評論家が様々な（コンセント  アシスタント  パンフレット  

コメント）をしていた。 
 
２ 
アンテナ   インタビュー   ドキュメンタリー   バイオ   ハイテク   メディア 
リアル   ロボット 
 私は大学入学以来、報道の仕事に何となくあこがれていた。ある日、貧しくて教育を受けられな

い子ども達を撮ったBテレビ局の               番組を見た。その番組にとても

感動し、雑誌や新聞でなく、         な映像で人々の心に訴
うった

えるテレビという          
の世界で働きたいと願うようになった。それからは全国各地のテレビ局の就職情報に常に 
              を張ってきた。テレビ局は志望者が多く入社が難しい。４年生にな

り、数社の試験を受けたが不採用だった。しかし、最後にAテレビ局に採用され、入社後、運よく

希望通りの報道部に配属
はいぞく

された。今までに、人間のように楽器を弾く           や、       
           科学で廃材

はいざい

からつくった燃料について取材した。医療の           
化で超未熟児

ちょうみじゅくじ

の命が助かったときも取材に行った。もちろん、明るい話題ばかりではなく事件や事

故の取材もし、その関係者に            もした。将来は国内だけでなく海外にも取

材に行き、人の心に残る番組を作りたい。 
 
３ 
キャッチ   クイズ   コマーシャル   コラム   タッチ   パワー   リクエス

ト 

 うちの祖母は 80 歳を超えたがとても元気だ。頭の体操
たいそう

だと言って、新聞の一面の          
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を毎日欠かさず読んでいるし、テレビの           番組を見ながら答えを考えている。

週に何回かハイキング、美術館巡
めぐ

り、
かんげき

観劇にと出かける。最近は、電車やバスに乗るのにカードを

機械に 
        するだけでいいので、とても便利だと喜んでいる。以前からよく外出していたの

で、どこにいても連絡が取りやすいように、去年の誕生日に携帯電話をプレゼントした。機械は苦

手と言っていたのにすぐに携帯電話の使い方にも慣れ、それから私によくメールをくれるようにな

った。そのうえ、テレビの           で見たのか、テレビのみられる携帯が欲しいと

いう       
          まできた。携帯のメールがきっかけで、パソコンにも興味を持ち、今ではパ

ソコン教室に通っている。インターネットでいろいろな情報が           できるのが

面白いそうだ。高齢でも好奇心
こ う きし ん

が強く、         にあふれる祖母は本当に
す て き

素敵だと思う。 
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УРОК 6 
問題Ⅰ 
１ 
クール   コンプレックス   ショック   ジレンマ   ストレート 
１．友達との飲み会でも、一人静かにしている彼女は             だと言われる。  
２．彼は仕事を取るか、母親の介護

か い ご

を取るかで            に
おちい

陥 っている。  
３．大人になっても、運動が苦手なことに               を持っている。  
４．友人にその服は似合わないと              に言ったら、気を悪くした。 
５．医者にこのけがは半年は治らないと言われ、          を受けた。  
 
２ 
ソフト   デリケート   テンション   ドライ   パニック 
１．彼女は人間関係よりも自分の目的を大切にする          な人だ。  
２．この病院の看護師はみんな、患者への応対が            だ。  
３．大きな地震で            になり、慌

あわ

てて外へ飛び出した。  
４．彼女が舞台に登場し、観客の           が一気に上がった。  
５．場所が変わると眠れないなんて、彼も意外に            なんだね。  
 
３ 
パワフル   プライド   プレッシャー   ユーモア   ルーズ 
１．彼は            が高いから、自分が悪くても決して謝らない。  
２．彼女は毎日夜遅くまで             に仕事をやっている。 
３．学力以上の大学を親に期待されると、             を感じる。  
４．いつも遅刻する            な人は雇

やと

いたくない。  
５．授業中の先生の話はいつも           に富んでいる。  
 
４  
アドバイス   アピール   アポイント   エピソード   オフィシャル   ギャップ 
１．取引先の社長に              を取って、会いに行った。  
２．父と仕事についての考え方に           があって、なかなか理解し合えない。 
３．両親が初めて会った時の             を聞いて、思わず笑ってしまった。  
４．卒業論文の書き方を後輩

こうはい

に              した。  
５．今日の面接は時間が短くて自分を十分に               できなかった。  
６．今度の外務

が い むだいじん

大臣は            な場でも、分かりやすい言葉で話す。  
  
５ 
コミュニケーション   コンタクト   サイン   サイン   サポート   ジョーク 

１．新商品の販売のため、大手スーパー数社と           を取り、交渉
こうしょう

を進めている。  
２．あの先生が授業中に言う            は面白くない。  
３．子どもの問題行動は、自分を見てほしいという親への         であることが多い。  
４．妻の精神的な            のおかげで、仕事は成功した。  
５．子どもと上手に             が取れる保育士

ほ い く し

になりたい。  
６．本の出版

しゅっぱん

が決まり、契約書に            した。  
 
６ 
セクハラ   トラブル   トラブル   パートナー   ピント   ピント 
１．コンピューターの           で、今朝は JR 各線に遅れが出た。  
２．企業が              で訴えられることもある。  
３．先生の質問に             がずれた答えをして、みんなに笑われた。 
４．新しく仕事を起こしたいので、よい               が欲しい。  
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５．通りがかりの人に写真を撮ってもらったら、              が合っていなかっ

た。 
６．お金の貸し借りで友人と             になった。 
 
７ 
プライバシー   プライベート   ペア   メッセージ   レッテル 

１．宿題を３回やらなかったら、先生に怠
なま

け者の           をはられた。 
２．新しい国連

こくれんそうちょう

総長が世界に向けて平和の             を送った。 
３．親が子どものメールを無断

む だ ん

で読むのも             の
しんがい

侵害となる。 
４．隣の席の人と          を組んで、英会話の練習をした。 
５．彼女とは仕事だけでなく           な付き合いもある。 
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問題Ⅱ 
１ 
クール   コンプレックス   ショック   ジレンマ   ストレート   ソフト 
デリケート   テンション   ドライ   パニック   パワフル   プライド 
プレッシャー   ユーモア   ルーズ 
１．甘いものは食べたい、でも、少しでもやせたい。私の             だ。 
２．肌が           な方には無香料、無着色の石けんがお勧めです。 
３．彼は          な話し方で、店に来るお客千に好感を持たれている。  
４．借りたお金を返さないような             な人とは付き合いたくない。 
５．営業成績をあげなければならないという              で、胃が痛い。 
６．彼は一見まじめそうだが、人を笑わせる            もある。 
７．若いころは、背が低いことに             を持っていた。 
８．せっかく盛り上がっていたのに、君が変なことを言うから          下がっちゃた

よ。 
９．40 年家具を作り続けた彼は、職人としての               を持っている。 
10．彼女は損得

そんとく

で動く          な人と言われていたが、実は、
り ん か

隣家のお年寄りの世話

をしていた。 
11．友達の交通事故の知らせを聞いて、大きな          を受けた。  
12．飛行機が突然 100 メートル降下し、乗客は大

だい

            になった。 
13．いつもは          な彼も、サッカー観戦のときは大声で応援する。 
14．部下からの          な批判

ひ は ん

を、受け入れられる上司は少ない。 
15．コンサート会場を揺り動かすような彼の          な演奏

えんそう

に、人々は感動した。 
 
２ 
アドバイス   アピール   アポイント   エピソード   オフィシャル   ギャップ 
コミュニケーション   コンタクト   サイン   サイン   サポート 
１．卒業後も、お世話になった教授とずっと             を取っている。  
２．お支払いはカードで 1 回払いですね。ここに             をお願いします。 
３．姉から子育てについて             をしてもらい、いつも助かっている。  
４．               なしで教授に会いに行ったが、機嫌よく会ってくれた。 
５．強い頭痛が続いたら、それは脳の病気の            かもしれません。 
６．先生から若い時の貧乏生活の           を聞いた。  
７．毎年、８月６日には平和を             する記念式典が広島

ひろしま

で開かれる。 
８．調査の結果、妻と夫の家事に対する考え方には            があることが分かっ

た。 
９．男性は            な場ではネクタイをしなければならない。 
10．ゴッホは生涯、弟の精神的・経済的          を受け続けた。 
11．離婚の原因の一つに夫婦の             の不足が挙げられる。 
 
３ 
ジョーク   セクハラ   トラブル   トラブル   パートナー   ピント    
ピント  プライバシー   プライベート   ペア    メッセージ   レッテル 
１．今日の先生の講演は           がずれていて、聞いていて話がよく分からなかっ

た。   
２．当社は水道の             なら、365 日、24 時間、対応いたします。  
３．小さな女の子とお母さんが、            の T シャツを着ているのを見かけた。 
４．機嫌の悪い彼女を笑わせようと            を言ったら、逆に怒らせてしまった。 
５．留守番電話に           を入れておいたから、後で連絡があるだろう。 
６．学校でも企業でも、地位を利用した            は犯罪だ。 
７．このデジカメ（デジタルカメラ）は自動的に人物の顔に        が合うようになってい

ます。  
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８．昔から犬は人間のよき               と言われている。 
９．当病院では            保護

ほ ご

のため、入院患者についての質問にはお答えできま

せん。 
10．彼女は             と仕事用に分けて、携帯電話を２つ持っている。 
11．お客さんと          を起こし、上司にしかられた。 
12．転校して、すぐ小さなけんかをしたら、乱暴者

らんぼうもの

の           をはられてしまった。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．書留

かきとめ

です。ここに（サイン  サポート  セーフ  センサー）か
いんかん

印鑑をお願いします。 
２．友人に間違ったことを教えたら、うそつきだという（カジュアル  レッテル  トータル  

シグナル）をはられてしまった 
３．雑誌の取材で、有名なサッカー選手に（アピール  アンテナ  アポイント  マニュアル）

を取って会いに行った。 
４．ある有名な歌手はとても（コンサルタント  コントロール  テンション  デリケート）

な人で、客席が少しでもうるさいと歌えないということだ。 
５．治療には医者と患者の十分な（ドキュメンタリー  ゲスト  エピソード  コミュニケー

ション）が欠かせない。 
６．自信を持って受けた大学が不合格で（ストック  シナリオ  ショック  ソフト）だった。 
７．前首相の提案で、夏は（トラブル  オフィシャル  メンタル  レンタル）な場でも上着

を着なくてもいいことになった。 
８．世界の多くの国は経済発展を優先するか、環境を守るかの（ジャンル  ジレンマ  チャレ

ンジ  センス）を抱えている。 
９．小さいときから、優秀な兄に対して（コンプレックス  テンション  プライド  コンパ

クト）を抱いてきた。 
10．この映画は地球温暖化防止の（メッセージ  ピント  トラブル  ジーンズ）を世界中に

伝えるために作られた。 
11．海外旅行で財布と荷物を盗まれたときは（パック  バランス  バイオ  パニック）にな

った。 
12．政治家や芸能人

げいのうじん

は（アピール  プロ  プライベート  ブランド）な問題でも、
しゅうかんし

週刊誌に

書かれる。 
13．優勝候補

こ う ほ

だとみんなに騒がれながら戦うのは大変なことだが、あの選手は（プレッシャー  

パワフル  パートナー  フレッシュ）に最後まで負けなかった。 
14．当社はお客様の（プライバシー  インタビュー  マスコミ  プライド）保護に努めてお

り、そのためお客様の個人情報を厳しく管理しています。 
 
２ 
サポート   ストレート   ソフト   トラブル   パワフル   プライド   ルー

ズ 
 私の上司は部下が仕事しやすいように           してくれる信頼できる人だ。彼女

は長年してきた営業の仕事に          を持ち、朝早くから夜遅くまで            
に仕事をこなしている。時々          に部下をしかるので、少し腹の立つこともある

が、よく考えると彼女の指摘
し て き

が正しいことが多い。当然のことだが、期限を守らない           
な部下には特に厳しい。最近は競争会社も増えて、営業成績を上げるのも一苦労だ。ここのところ、

お客との         も多くて対応に苦労する。時々、気晴らしに彼女が飲みに連れていっ

てくれる。彼女はいつもお酒が入ると歌いだすのだが、先日は飲みすぎて歩けなくなり、とうとう

自宅まで送っていった。彼女のご主人が出てきてお礼を言ってくれたが、          な

雰囲気の感じのいい人だった。仲の良いご夫婦に見えた。私も上司を見習って仕事と家庭を両立し

ていきたい。 
 
３ 
アドバイス   アピール   エピソード   ギャップ   コミュニケーション    
パートナー   ユーモア 
 日本に留学して３年目に、アルバイト先で日本人の彼女と知り合った。最初はまじめそうな近づ

きにくい印象だったが、話してみると          のある楽しい人だった。私は自分を 
          したくて懸命に日本語で話をした。違う国に生まれた二人なので考え方に 
          もあったが、それを乗り越えて、半年前に結婚を申し込んだ。彼女は少し考

えてから OKしてくれた。彼女のご両親の家にあいさつに行くと、ご両親は彼女の小さいころの写

真を見せてくれたり、いろいろな          を話してくれたりして、温かく迎えてくれ
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た。また、結婚生活について           もしてくれた。結婚後は近くに住むことにな

るが、よいご両親でほっとした。来週、国から私の父と母が来る。両親は日本語が話せないが、彼

女なら二人と上手に 
          を取ってくれるに違いない。日本に来て人生の             

を見つけることができて、本当に幸せだ。 
 

  
  



 

74 

УРОК 7 
  
問題Ⅰ 
１ 
アイデンティティ   インフラ    インフレ     エスカレート   エリート    
カルチャーショック 

１．C国
こく

は、道路や鉄道などの            を整えた。  
２．言語はその民族の            であると言う人もいる。 
３．               が進み、公共料金や食料品が値上がりした。 
４．今と違って、大学を出ただけで              と言われた時代もあったそうだ。 
５．議論が            して、とうとうけんかになった。 
６．外国に行って、文化や習慣のあまりの違いに              を受けた。 
 
２ 
キャッシュ   キャンペーン   グローバル   コミュニティー   シェア   シェア 
１．多額の          を持ち歩くのは危険なので、高いものを買う時は、カードで買い

物をすることにしている。 
２．環境問題は            な視点

し て ん

で考えなければ、解決できない。  
３．新商品を発売したときには、大々

だいだいてき

的に            を行う。 
４．国内の携帯電話機は A 社が約 30％の           を占めている。 
５．少子高齢化社会では、地域の            の助け合いが一層重要になる。 
６．部屋を２人で           しているので、家賃も半分で済む。 
 
３ 
システム   シンポジウム   デフレ   ノウハウ   バブル   ビジョン 

１．核
かく

問題に関する            が広島で開かれた。 
２．好調な発展を続けるA国

こく

の経済             には、学ぶべき点が多い。 
３．             で物価が下がったといっても、喜んでばかりはいられない。 
４．            がはじけて、多額の負債

ふ さ い

を抱えた人も多い。 
５．営業の           を後輩

こうはい

に伝えた。 
６．政治には、長期的な              が必要だ。 
 
４  
ボイコット   ボイコット   ボランティア   マナー   マネー   ムード 
１．目の不自由な人達のために本を読む              をしている。  
２．選手に物を投げるなど観客の           が悪くて、試合が中断

ちゅうだん

された。 
３．同僚の不当な解雇

か い こ

に反対して、みんなで仕事を             した。 
４．新聞、テレビ、雑誌などから            情報を集めて、株

かぶ

や
きんゆう

金融商品を買った。 
５．違法

い ほ う こ う い

行為をしたA社の製品を             しようという動きが、消費者の間で

広がっている。 
６．A さんが合格したという知らせで、教室の            が一気に明るくなった。 
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５ 
モラル   ライフスタイル   ライフライン   リスク   ワークショップ 
１．人々の           が低いのか、平気で道路にゴミを捨てる人がいる。 
２．教育の質を高めるために、県が授業の進め方の            を企画した。 
３．大洪水の被災者

ひ さ いし ゃ

は                の
ふっきゅう

復旧を待ち望んでいる。 
４．高い利益

り え き

が期待できる
きんゆう

金融商品は、それだけ            も大きい。 
５．一人暮らしの老人が増えていることには、人々の           の変化が関係してい

る。 
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問題Ⅱ 
１ 
アイデンティティ   インフラ   インフレ   エスカレート   エリート 
カルチャーショック   キャッシュ   キャンペーン   グローバル   コミュニティー 
シェア   シェア   システム   シンポジウム 
１．いつかはわが家を買おうと思っているうちに、            が進み、とても手が

出ない値段になってしまった。 
２．あの店、量が多いから、４人分注文して５人で        したら、ちょうどいいんじゃ

ない？ 
３．イタリアへ留学したときに、商店などが店を閉めて昼寝をするのを見て、          

を受けた。 
４．環境問題の            で、専門家の意見を聞いて、その後いろいろな質問をし

た。 
５．難民

なんみん

となった人々は、宗教でその民族の              を保っている。 
６．子どもを            にするために、幼いうちからいろいろ習わせる親も多い。 
７．父はカードを忘れて、５万円のスーツを             で買ったそうだ。 
８．現在の自動車業界では、T 自動車が世界最大の          を占めている。 
９．発展途上

とじょう

国では、水道、道路、学校、病院など              の整備が
きゅうむ

急務だ。 
10．青少年の起こす犯罪は年々              して、悪質になる一方だ。 
11．あの会社は          に市場

しじょう

を
かいたく

開拓して、急成長している。  
12．子どもを犯罪から守るためには、地域の           での協力が必要だ。 
13．交通遺児

い じ きゅうさい

救済の         をするため、有名な歌手たちが集まってコンサートを開い

た。 
14．大地震の教訓

きょうくん

を生かした新しい
ぼうさい

防災          の運用
うんよう

が始まった。 
 
２ 
デフレ   ノウハウ   バブル   ビジョン   ボイコット   ボランティア  マナ

ー 
マネー  ムード  モラル  ライフスタイル   ライフライン   リスク  ワークショ

ップ 
１．電子          があれば、現金を持たなくても、買い物をしたり電車に乗ったりで

きる。 
２．歩行者優先、無理な割り込みはしないなど運転           のよい人は事故を起こ

す確率が低いと言われている。 
３．A 国は過去に政治的な問題でオリンピックへの参加を           したことがある。  
４．両社は互いに主張を譲らず、話し合いは険悪

けんあく

な               になった。 
５．戦後、日本は先進国から車造りの          を学び、自動車業界は驚異的発展を遂

げた。 
６．防災体制を整えるには、ガスや水道などの         を守る対策を立てることも重要

だ。 
７．少子化問題抜きには、年金の長期的な             は明確に語れない。 
８．彼は平日は仕事人間だが、休日は障害者の外出支援

し え ん

の            をしている。 
９．最近は女性の            も多様化し、結婚しない生き方を選ぶ女性が増えた。 
10．高齢者介護

か い ご

について学ぶ          に参加して、実際に車いすを押してみた。 
11．             による値下げ競争の影響で、その会社は経営が悪化した。 
12．             期に成長した人は、そのおかげでぜいたくな生活をしていたとい

う。 
13．事故や欠陥

けっかん

商品など、企業としての           をなくした会社が目につく。 
14．現在の地位や収入を捨てるという            を負ってまで、留学の道を選んだ。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．私が（ギャップ  キャッシュ  キャラクター  キャッチ）で支払うのは、せいぜい３万

円までだ。 
２．自分の店を持てたのは、料理だけでなく経営の（レトルト  スクリーン  ストーリー  

ノウハウ）を教えてくれた彼のおかげだと感謝している。 
３．紛争

ふんそう

の絶えないこの国では、国民はもちろん政府さえ将来の（ピント  パワー  ビジョン  

パワフル）を描くことができないようだ。 
４．薄型テレビは人気があり、市場で大きな（シェア  セット  ケア  ヒット）を占めるよ

うになった。 
５．採用試験に落ちたと思っていた彼女はあきらめ（コード  ムード  セーフ  ゴール）だ

ったが、合格と聞いてとび上がって喜んだ。 
６．私は高校時代、（バロメーター  ハードル  ボランティア  アマチュア）として高齢者

施設でお年寄りのお世話をしたことがある。 
７．食の（キャッチ  ターミナル  フレッシュ  グローバル）化で、一国の小麦

こ む ぎ

の不作が全

世界に影響を与えるようになった。 
８．夫婦げんかが（エスカレーター  エンジン  エピソード  エスカレート）して、ついに

警官まで呼ぶ騒ぎになった。 
９．女性の一人暮らしは危険なので、防犯（システム  ハイテク  タッチ  ホット）がしっ

かりしたマンションに住みたい。 
10．そんなことをするなんて、あなたの人間としての（ルーズ  リアル  リズム  モラル）

を疑うわ。 
11．彼は、一流大学、一流企業と（コンパクト  サポート  エリート  ボイコット）の道を

歩んできたが、一般常識
じょうしき

に欠けるところがある。 
12．地震の後、（ライフスタイル  ライフライン  デマ  ケア）が完全に復旧

ふっきゅう

したとはいえ、

人々の心にはまだ大きな傷が残ったままだ。 
13．（インフラ  デフレ  インフレ  マネー）で給料が物価高に追いつかず、生活が苦しい。 
14．日本では食事をする際、音を立てて食べないというのが（プレー  マナー  マネー  ツ

アー）とされている。 
 
２ 
エスカレート   シェア   ノウハウ   ボイコット   モラル   リスク 

 食品の製造日などの偽装
ぎ そ う

が相次いで発覚している。これらの事件は、人間の命を支える「食」に

携わる企業が          をなくし、
りじゅん

利潤のみを追求した結果、起きたものだろう。最初

はほんの少しのつもりだったのが、だんだん           して、非常に悪質な偽装
ぎ そ う

に至

ってしまったようだ。企業には、製品作りの様々な           が
ちくせき

蓄積されているが、

偽装
ぎ そ う

のやり方まで次の担当者に引き継がれたこともあったという。伝統もあり、業界で大きな             
を占める企業が、これまで築き上げてきた信頼を失うという           を冒

おか

してまで、

やらなければならなかったことなのか。今までその企業を信用して買い求めていた消費者の心は完

全に裏切られたことになる。
ぎ そ う

偽装した商品のために、その会社の全商品が           

されるのは当然だ。また、これらの会社が食品業界全体に不信の目を向けさせた罪は大きい。 
 
３ 
キャンペーン   コミュニティー   ビジョン  ボランティア   マナー   ライフラ

イン 
 先日N県で大地震があった。毎日現地の生々しい映像が流され、私は、自分の故郷ということも

あり、テレビから目が離せなかった。近所の人達の協力で、倒れた家の下から救 出
きゅうしゅつ

された人がか

なりいたことを知り、地域の         のつながりの大切さがわかった。また、
むしょう

無償で働

く 
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            の熱心な活動に感激したり、避難所
ひ な んじ ょ

での不自由な生活にもかかわらず、

譲り合って暮らす         のよさに驚いたりもした。そんな姿を見るにつけ、一日も早

く 
            が復旧

ふっきゅう

することを願わずにはいられなかった。そして、住民が早く立ち

直って、将来への         を描けるようになってほしいと思う。私の住んでいるこの地

方は、近い将来地震があるだろうと言われ、新聞、ラジオで水や食料の
び ち く

備蓄を呼びかける           
が度々

たびたび

あるが、
ひ さ い ち

被災地の様子を見て、やはり準備しておくべきだと思った。 
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УРОК 8 
問題Ⅰ 
１ 
エキスパート   オフィス   カット   キャリア   コスト   コンセプト 
１．原料が値上がりしたため、同じ製品をつくるのに前より            がかかるよ

うになった。 
２．あの医師は心臓手術の            なので、外国からも患者が訪れる。 
３．無駄な経費を               するために、今までの支出を見直そう。 
４．このゲームは「家族で遊ぼう」を              にして作られた。 
５．小さな            から出発したが、今では自社ビルを持つまでになった。 
６．             を生かして、彼は給料の高い職場に移った。 
 
２ 
スキル   ターゲット   ニーズ   ノルマ   プレゼンテーション   プロジェクト 
１．50 万円売り上げて、今月の          を果たした。 
２．この商品は忙しいサラリーマンの            に合っている。  
３．コンピューターの            を揚げるために、研修会に参加した。 
４．新入社員研修で           の仕方をみんなの前で練習させられた。 
５．社運

しゃうん

をかけた大型            がついに始まった。 
６．この店は、高校生を           にした品物がたくさんある。 
 
３ 
ベテラン   ベンチャー    ボーナス   ポスト    ポスト   マーケット 
１．大学生が今までにない発想で            企業を作って成功した。 
２．新社長の             をめぐって、二人の役員が争っている。 
３．彼は経験を積んだ           の税理士

ぜ い り し

なので、税金については安心して任せられ

る。 
４．夏の            がでたら、彼女と海外旅行に行きたい。 
５．中国という巨大な           に、各国の企業は競って進出している。 
６．次期

じ き

首相、              
こいずみ

小泉(фамилия)は誰かと当時話題を呼んだものだ。 
 
４  
マネージメント   メーカー   ユーザー   リサーチ   リスト   リストラ 
１．企業にとって、自社の製品を使っている              の意見は貴重だ。 
２．入社したばかりのころは、取引先の           を見て、会社名と担当者の名前を

覚えたものだ。 
３．会社を経営するには、             の勉強をしなければならない。 
４．新しく店を出すことになり、まずは競争店の            を行った。 
５．突然会社を             されて、生活に困っている。 
６．大手の電機            に就職できて、両親は喜んでいる。 
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問題Ⅱ 
１ 
エキスパート   オフィス   カット   キャリア   コスト   コンセプト   ス

キル 
ターゲット   ニーズ   ノルマ   プレゼンテーション   プロジェクト 
１．中高生向けの商品なので、できるだけ           を抑えて安い値段で売り出した

い。 
２．外資

が い しけい

系企業では英語で商談
しょうだん

できる        が必要とされている。 
３．広告の依頼を受けて、企画案を顧客の前で          した。 
４．彼は法律の            として、世界各地で活動している。 
５．この店では客の              にこたえて、足に合わせて左右違うサイズの靴

を買えるようにした。 
６．景気回復はまだまだという声もあるが、裕福

ゆうふく

な中高年を            にした
こうきゅうひん

高級品が各分野でよく売れている。 
７．大きな弁護士事務所で 10 年             を積んで、独立した。 
８．業績が悪いので、全社員一律

いちりつ

に給料が 10％          された。 
９．              の冷房

れいぼう

は 28 度くらいに設定するのが環境によいそうだ。 
10．わが社は「動きやすい、おしゃれな服」という            で商品を展開してい

る。 
11．長年、地域住民が待っていた駅前再開発          が、いよいよ始まった。 
12．この会社では 1 か月の売上の           を達成できない社員は、翌月の給与を減

らされる。 
 
２ 
ベテラン   ベンチャー   ボーナス   ポスト   ポスト   マーケット  リスト 
マネージメント   メーカー   ユーザー   リサーチ   リストラ 

１．国内の需要が減った以上、海外の          を開拓
かいたく

していかなければならない。 
２．大学のすぐれた研究を商品化する           企業が増えている。 
３．旅行に必要な物の買い物           を作った。 
４．新しいお弁当を売り出すために、消費者の好みを徹底的に              した。 
５．買ってもらった自動車の調子を聞くために、時々          を訪ねている。 
６．有能な彼は、         山田社長と言われ、社の内外から期待が大きい。 
７．会社の業績が上がるかどうかは、経営陣

けいえいじん

の             能力次第だ。 
８．初めての            をもらったので、両親に何かプレゼントするつもりだ。 
９．１つでも上の            に就くための出世

しゅっせ

競争をするのが嫌になった。 
10．彼は運転歴 30 年という          のタクシー運転手だ。 
11．会社を             されたのを機に、故郷へ戻って農業を始めた。 
12．不良品を出したある家電             はその回収のために、テレビや新聞に広

告を出し続けた。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．A 社の人気商品に対抗するため、わが社は優秀な人材を集めて（コンセプト  プロジェクト  

コンパクト  デリケート）チームを組み、新しい商品を開発することになった。 
２．会社の経営が悪化して、残業代が（カルテ  ピント  ガイド  カット）された。 
３．残された少量の血液から、科学捜査

そ う さ

の（ジャーナリスト  エコノミスト  エキスパート  

ゲスト）がDNAを調べて、
よ う ぎし ゃ

容疑者を特定
とくてい

した。 
４．新しく店を出すときは、その地域の（ルーズ  ニーズ  リサーチ  コーチ）を調べる必

要がある。 
５．保険会社の A 社は毎月の（ジレンマ  コーナー  オーダー  ノルマ）は厳しいが、その

分給料がよい。 
６．彼は客室乗務員歴 20 年の（ベテラン  レギュラー  アマチュア  ベンチャー）なので、

緊急
きんきゅう じ

時に冷静に乗客を避難
ひ な ん

させることができた。 
７．わが社は商品の価格を抑

おさ

えるために、常に（コラム  コンタクト  コスト  テクニッ

ク）
さくげん

削減に取り組んでいる。 
８．彼はたくさんの従業員を（ポスト  マーケット  マネージメント  ルート）する立場な

ので、気が休まるときがない。 
９．来月から一人暮らしを始めるので、必要な物を（リスク  リストラ  リスト  ピント）

にしてみた。 
10．資格を取っても（パワー  キャリア  オフィス  プロ）を積まなければ、一人前

いちにんまえ

の仕事

はできない。 
11．営業成績を上げるためには、話し方や応対の（スタイル  スキル  ヒント  アナウンサ

ー）を向上させるとよい。 
12．新しいパソコンを買って（ユーザー  ユーモア  ブレーキ  ムード）登録をした。 
13．さすが一流（マスコミ  オーダー  メーかー  オフィシャル）だけあって、苦情

くじょう

に対す

る対応が早い。 
14．このテレビ番組は若者を（ディスカウント  ターゲット  コンセント  プライベート）

にして作られたが、中高年にも人気がある。 
 
２ 
エキスパート  カット   コスト   ターゲット   ニーズ  プロジェクト  メーカ

ー 

 わが社はカップラーメンの業界に新規
し ん きさんにゅう

参入することにした。その道の           と

言われる人を社に迎え、              を組んで商品の開発に取り組むことにした。

まず、消費者の           を調査することから始めた。既存
き ぞ ん

の          

各社は味の多様さを売り物にしているが、わが社は調査結果を生かし、健康
し こ う

志向でいくことにした。 
           を女性やダイエットをしている人に絞

しぼ

り、多品目の野菜、きのこ、
かい

海藻類
そうるい

を入れて、塩分は
きょくりょく

極 力            した。また、肉の代わりに大豆でできた具
ぐ

を入れ、

健康に
はいりょ

配慮しつつも満腹感
まんぷくかん

を得られるようにした。さらに様々な
く ふ う

工夫を加え、やっと納得
なっとく

できるも

のが完成した。後は最近の
げんざいりょう

原材料の値上がりの中、いかに          を抑
おさ

えるかが課題

だ。 
 
３ 
オフィス   キャリア   コンセプト   スキル   マーケット   リサーチ 

 子どものころから服作りに興味があり、服飾
ふくしょく

関係の専門学校に進んだ。卒業後、望みがかない、
ぎ ん ざ

銀座に          を構えるA社に就職できたときは、本当にうれしかった。しかし、企

画デザイン部には配属
はいぞく

されず、営業部に回された。年に数回、
こきゃく

顧客を呼んで新作発表会が行われる。

これは会社の業績にかかわる大事なものだ。徹底的
てっていてき

に          し、時代を
さ き ど

先取りして、
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新しい流行を作り出していかなければならない。１年目は上司の指示通り動くのが精一杯
せいいっぱい

の私だっ

たが、何もかも
めあたら

目新しく、営業部の仕事はとてもよい経験になった。しかし、いつか服作りができ

る日を夢見て、休みの日にはデザイン画や縫製
ほうせい

技術など服作りの          をひたすら
みが

磨いた。こうして３年があっという間に過ぎた。ある日、社内のデザイン画募集に応募したところ、

社長に認められ、企画デザイン部に移ることができた。わが社は今後、購買力
こうばいりょく

のある 30 代女性を

対象に「上質な生活を」をいう           で、服だけではなく
ざ っ か

雑貨、小物
こ も の

などの商品

を展開していく。婦人物の            は大きい。ここで
が ん ば

頑張って          

を積んで、ゆくゆくは独立したいと思っている。 
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УРОК 9 
  
問題Ⅰ 
１ 
アカデミック   オリエンテーション   コース   コース   コネ 
１．大学に入ると、新入生向けの            がある。 
２．私は大学では建築を勉強したいので、高校では理系

り け い

            を選ぶつもりだ。 
３．A大学は建物にも               な雰囲気が漂

ただよ

っている。 
４．最近、就職は              より実力がなければ成功しない。 
５．このハイキング            は初心者向けだ。 
 
２ 
スタート   スピーチ   パス   パス   ランキング   ランク 
１．クラスの自己紹介で、ひとり１分間ずつ          した。 
２．テストの結果が悪かったので、受験校の           を下げるように先生に言われ

た。  
３．就職活動中の山田さんは、A 社の一次面接に            した。 
４．T 社は今年の就職したい人気企業の           で１位になった。 
５．新入生歓迎会には出席しますが、次の日、朝早いので二次会は            しま

す。 
６．夏休みが終わり、いよいよ今日から新学期が           する。 
 
３ 
アプローチ  アプローチ   グラフ   ゼミ   セミナー  タイトル  ディスカッシ

ョン 
１．就職したい企業には、早めに            したほうがいい。 
２．山田先生の             では、毎回学生に発表させる。 
３．論文を書く際には、参考

さんこうぶんけん

文献の           と出典
しゅってん

を正確に書いてください。 
４．見やすいように、５年間の失業率の変化を            に表した。 
５．田中先生の授業では、課題について学生達が           する。 
６．最初はこの研究にどう              したらいいか悩んだ。 
７．夏季             に参加して、労働問題について勉強した。 
 
４  
ディベート  データ    テーマ  プロセス   ミーティング   レジュメ  レポー

ト  
１．課題になっている論文を読んで、今週中に教授に          提出しなければならな

い。 
２．駅前再開発のために、交通量の           を集めている。 
３．来週の学会の発表について、研究室で             がある。 
４．「日本人の美意識」を            に論文を書くことにした。 
５．来週の研究会で発表するので、短く要点をまとめて             を作った。 
６．長い            を経て、エイズの新薬が開発された。 
７．安楽死

あ ん らく し

について、みなさんに           してもらいますから、中央から右は賛成

派、左は反対派になってください。 
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問題Ⅱ 
１ 
アカデミック  オリエンテーション  コース  コース  コネ  スタート  スピーチ 
パス  パス  ランキング  ランク 
１．100 メートル競走では           の一瞬の遅れが結果を決める。 
２．日本語の        大会に出るので、原稿

げんこう

を書かなければならない。 
３．北京大学との交換留学生選考

せんこう

試験に          したので、うれしい。 
４．強力な            でもなければ、そんな有名人には会えませんよ。 
５．今月の CD の売上の              第一位は「さくら」だ。 
６．先生と相談して            の異なる３つの大学を受けることにした。 
７．日本語学校の初日には             があって、学校の規則や授業についての説

明があった。 
８．この観光専門学校では、旅行とホテルに          が分かれている。 
９．B 出版社は              な本をたくさん出版していることで有名だ。 
10．みんなで海に行こうと誘われたが、体調が悪いので            した。 
11．今度の台風８号は台風３号と同じ          を取っている。 
 
２ 
アプローチ  グラフ  ゼミ  セミナー  タイトル  ディスカッション  ディベート 
データ  テーマ  プロセス  ミーティング  レジュメ  レポート 
１．これらの研究は目指すものは同じだが、            の仕方は違う。 
２．月に一度の営業所の           では、いつも課長が一人でしゃべっている。 
３．今年の入試に関する           を集め、来年の対策を立てる。 
４．卒業文集の              をクラス全員で考えた。 
５．彼の研究          は「たばこが人体に及ぼす影響」です。 
６．研究の結果だけでなく、ここまで頑張ってきたその         も評価したい。 
７．英会話の授業で             があり、私は賛成派になって意見を言った。 
８．ビールの市場調査の結果をまとめて、上司に            提出しなければならな

い。 
９．発表者は A４、１枚に要点をまとめて            を作り、配ってください。 
10．私は小林先生の金融論

きんゆうろん

の          を取っている。 
11．A 社の入社試験は「働く意義」について、数人で             するものだった。 
12．アルバイトをしている学生数の推移

す い い

が、この             で分かる。 
13．合同就職            に参加して、数社の案内書をもらった。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．先生は物価の上昇を表す（クイズ  グラフ  バブル  ライブ）を見せながら講義した。 
２．私は（タイトル  トータル  トラブル  マニュアル）の面白さで読む本を選ぶことが多

い。 
３．失敗しても失敗に至った（プライド  プロ  プログラム  プロセス）をよく見直せば、

次回の成功につながる。 
４．この専門学校で取れる資格は入学（オリエンテーション  フィクション  コミュニケーシ

ョン  プレゼンテーション）で、詳しく説明します。 
５．金曜日までに山田教授に（リード  ルート  レトルト  レポート）を提出しないと、成

績が悪くなる。 
６．夏休みには山川先生の（コネ  ゼミ  ケア  デマ）合宿に参加することにしている。 
７．入社試験は筆記試験も面接も（セーフ  パス  ロス  データ）し、残るは健康診断だけ

だ。 
８．大学では、企業ではなかなかできない（アイデンティティ  アカデミック  アドバイス  

アンケート）な研究が行われている。 
９．最近、投資

と う し

（セミナー  センサー  センス  セール）に参加する女性たちが増えている。 
10．ホテルの（リスト  ランク  リスク  ルート）は星の数で表されている。 
11．交換留学生に選ばれ、９月から日本での生活が（クール  スタート  スタイル  ランキ

ング）する。 
12．環境問題について（プレゼンテーション  コンディション  ディスカウント  ディスカ

ッション）して、意見を出し合った。 
13．私の大学は、理

り が く ぶ

学部に４つの（データ  ルート  コース  コーナー）があり、私は生物

学を選んだ。 
14．研究課題にどんな方向から（アシスタント  アクセサリー  アプローチ  アイデンティ

ティ）するか、みんなで検討
けんとう

した。 
 
２ 
アカデミック  オリエンテーション  コース  スタート  スピーチ  ゼミ  レポート 
 念願かなって希望の大学に合格し、今日から大学生として          を切った。さす

が A 大学は一流大学だけあって、            な雰囲気がある。入学式では新入生代

表の 
            があった。大学生活への抱負

ほ う ふ

にあふれた素晴らしいもので、胸を打たれ

た。その後              があり、大学生活についての説明があった。３年生から

専門科目の           が始まるそうだ。経済学部で一番人気があるのは山田教授だそ

うだが、毎回 
             提出があり、厳しいらしい。先輩の話では人気のある企業に就職した

いなら、幅広く勉強したほうがいいということだ。また、この大学には修士
しゅうし

            

もある。これからの４年間で自分の可能性を探り、就職するか進学するか決めたいと思う。 
 
３ 
アプローチ   ディスカッション   データ   テーマ   プロセス   レジュメ 

 来週は初めての研究発表をする。          は老人問題だ。私は高齢者の介護
か い ご

問題を

取り上げることにした。しかし、どのように           したらいいか分からず、先生

に相談した。その結果、実際に
か い ご

介護施設を訪問したり、介護
か い ご

している人、
か い ご

介護されている人に会っ

て話を聞いたりした。さらに、いろいろな本も読み、           をたくさん集めて研

究をまとめた。ここまで頑張
が ん ば

ってきた            を
む だ

無駄にしないように、いい発表

をしたいと思う。みんなに配る            は分かりやすく書いた。発表後の             

では、みんなからどんな意見が出るか心配だが、高齢者の介護
か い ご

は私たちの将来の問題でもあるから、

この発表でみんなの関心が高まれば、と思う。 
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УРОК 10 
  
問題Ⅰ 
１ 
アンダーライン  ウエート  カリキュラム  カンニング  キーワード  ステップ   
チェック 
１．            が見つかり、先生にテスト用紙を取り上げられたことがある。 
２．文章の            が分かれば、内容が理解しやすくなる。 
３．アメリカ留学を目指して、英語に               を置いて勉強している。 
４．教科書のおぼえなければいけない部分に              を引いた。 
５．この専門学校の            では、１年生からホテルでの実習が組まれている。 
６．勉強もスポーツも一歩一歩              を踏んでいかなければならない。 
７．入学願書

がんしょ

に間違いがないか、もう一度           してください。 
 
２ 
トップ  ネイティブ  プリント  ベース   ペース  ポイント  ポイント 
１．初級は日本語の          だから、しっかり勉強してください。 
２．今回の期末試験はリムさんがクラスで            だった。  
３．このクラスでは週一回の            で漢字のテストを行います。 
４．500           たまると、1,000 円分の商品に交換できます。 
５．夏休みの宿題は            10 枚だ。 
６．あの語学学校の教師は全員           だ。 
７．小論文のテストは、制限

せいげん

時間内に、          を押さえて、分かりやすく書く必要

があります。 
 
３ 
マーク   マーク   マスター   ミス   ライン   レベル 

１．今回の試験では、聴解ができなくて合格
ごうかく

            に届かなかった。 
２．日本語を             して、日本の企業に就職したい。 
３．この日本語クラスは             が高すぎて、授業についていけない。 
４．後で先生に質問したいところに            を付けておこう。 
５．昨日のテストでは、うっかり           をして、10 点も引かれてしまった。 
６．彼女は皇太子

こ う たい し

の結婚相手の
こ う ほ

候補として、記者たちに              されている。 
 
４  
イベント  キャンパス  グラウンド  サークル  スカラシップ  スケジュール 
１．「100 キロハイキング」はこの大学の秋の大きな              だ。  
２．           では高校生たちが野球に汗を流している。 
３．大学の             が郊外に移転して、通学時間が長くなった。 
４．私は英会話の            に入っている。 
５．A財団

ざいだん

の             を取るためには、教授の
すいせん

推薦が必要だ。 
６．まだアルバイトの            が決まっていないので、その日の約束はできない。 
 ５ 
センター   ハード   プラス   プラス   マイナス   マイナス 
１．お正月にアルバイトに行ったら、いつもの日給に 2,000 円           してくれた。 
２．学生            でアパートを紹介してもらった。 
３．夏休みの短期留学は今後の学生生活に                になるだろう。 
４．テスト中に携帯が鳴ったら、10 点            します。 
５．毎日           なアルバイトをしているので、授業中眠くなってしまう。 
６．運動のしすぎはかえって健康に           になる。 
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問題Ⅱ 
１ 
アンダーライン   ウエート   カリキュラム   カンニング   キーワード 
ステップ   チェック   トップ   ネイティブ 
１．先生に日本語で書いた論文を            してもらった。 
２．この学校では試験中、学生が        しないように、二人の教師が教室内を見回る。 
３．            の引いてあるひらがなを漢字に直しなさい。 
４．企業で            に立つ人間には世界的な視野が必要だ。 
５．彼は学校の授業より、資格試験の勉強に              を置いている。 
６．私の学校の            は選択

せんたく

科目が多く、学生が学びたい科目が選べるように

なっている。 
７．書名、著者名だけでなく、内容の             でも本を検索

けんさく

することができる。 
８．日本語能力試験の N３の漢字が 85％できたら、次の          へ進みましょう。 
９．田中先生はイギリス生活が長く、              と変わらない英語を話す。 
 
２ 
プリント  ベース  ペース  ポイント  ポイント  マーク  マーク  マスター 
ミス  ライン  レベル 
１．授業時間が減ったせいで、小学生の学力の          が下がり、問題になっている。 
２．今の           では期限までに仕事が終わらない。 
３．授業を休んだので、先生のところへ宿題の           をもらいに行った。  
４．イワノフ先生の講義は               を黒板に書きながら説明してくれるの

で、分かりやすい。 
５．卒業テストの合格          は各教科 70 点です。 
６．英語を          して、将来は通訳になりたい。 
７．A社は所得

しょとくしんこく

申告に不正の疑いがあるとして、税務
ぜ い む しょ

署に             されている。 
８．パソコンで送信            をして、違う人にメールを送ってしまった。 
９．今まで研究したことを             にして、新しい研究を始めようと思ってい

る。 
10．解答用紙の解答欄に          してください。 
11．カードで買い物をしていたら、いつの間にか             がたまっていた。 
 
３ 
イベント   キャンパス   グラウンド  サークル  スカラシップ  スケジュール 
センター   ハード   プラス   プラス   マイナス   マイナス 
１．            の右側でサッカー、左側で野球をしている。 
２．このラーメン屋では 100 円            すると大盛りになる。 
３．来週、大学の          対抗の試合があるので、毎日練習がある。 
４．日本の学校では運動会はとても大きな             だ。 
５．私は今           ５キロを目指して、ダイエットに励んでいる。 
６．大学の情報           で卒業論文の資料を探した。 
７．この大学の           は、校門から講堂

こうどう

へ続く桜並木が有名だ。 
８．勉強もアルバイトも忙しくて、今週は             だった。 
９．彼は EU              で、イタリアへ留学した。 
10．ペトロフさんの話は進路

し ん ろ

を考える上でとても            になりました。 
11．出張が入ったので、来週の              の調整をしなければいけない。 
12．自分の出世

しゅっせ

に          になると分かっていても、時には上司に反対意見を言わな

ければならないこともある。 
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問題Ⅲ 
１ 
１．常に学年で（トータル  トピック  トップ  トラブル）だった彼女は、卒業生の代表に

選ばれた。 
２．集めた資料を（ペース  ベース  ウエート  イベント）にして、企画書を書いた。 
３．この学科は授業が（ソフト  ハード  ハードル  レポート）なので、睡眠

すいみん

時間も
けず

削って

勉強しなければならない。 
４．私はテキストの大事なところに赤鉛筆

えんぴつ

で（キーワード  アンダーライン  マーク  ラン

キング）を引きながら、勉強する。 
５．彼は独学

どくがく

でギターを（マネー  マスター  マナー  マネージメント）して、演奏会を開

くまでになった。 
６．学生食堂では A 定食に 150 円（プレー  プラス  プロジェクト  プリント）で、コーヒ

ーか紅茶が付く。 
７．私の大学はテニスや合唱や英会話など 50 以上の（サンプル  リスク  リストラ  サーク

ル）がある。 
８．私の日本語の（レベル  レシピ  レギュラー  レンタル）で、A 大学を受験できますか。 
９．大学の学費を自分で払うために、M 社の（フェスティバル  スケジュール  スカラシップ  

オフィシャル）に応募した。 
10．学園祭の間、（キャッチ  キャラクター  キャンセル  キャンパス）は学生であふれて

いる。 
11．せっかく社員として採用しても、３、４年で辞められてしまうと会社にとって（アピール  

マイナス  ウイルス  カプセル）だ。 
12．残り時間が少なくなってきたので、後は（ホット  ポイント  ポスト  マーク）だけを

簡単にお話しします。 
13．アルバイトに応募するため、履歴書

り れ きし ょ

を送る前に何度も（ストック  テクニック  ステップ  

チェック）した。 
14．仕事で（ミス  プロ  ロス  ケア）をしてしまったが、先輩が助けてくれた。 
 
２ 
ウエート  カリキュラム  スカラシップ  ネイティブ  ハード  マスター  レベル 
 今年の春、大学に入学し、１年生の          から語学は英語と日本語の二つを選択

した。語学力は将来もずっと必要だと思うので、学生の間に必ず         したい。英語

は授業以外でも            の先生とたくさん話して、会話の            

を上げることが目標だ。日本語は、読解力が弱いので、しばらくは読解に           

を置いて勉強したいと思う。１年生は授業の数も多いし、生活費と学費を稼ぐためにアルバイトも

しているので、今の生活は           だ。アルバイトを減らして勉強時間を増やせる

ように、秋には、A財団
ざいだん

の            に応募しようと思っている。とにかく親には

心配をかけたくない。 
 
３ 
サークル   センター  チェック   トップ   プラス   ペース   ミス 

 去年の９月、香港
ホンコン

から交換留学生として日本の大学へ来た。学費は
めんじょ

免除され、奨学
しょうがくきん

金で生活もで

きたので、留学生           の受付の仕事を無償
むしょう

で手伝っていた。授業の空き時間に、

アルバイトの情報を案内したり、提出する前の申込書に           がないかどうかを

本人と一緒に            したりしていた。日本人の学生にテニス           

に誘われたこともあったが、それよりも、せっかく日本にいる間にいろいろな所を訪れたいと思い、

断った。今年の春には、ゆっくりと自分の          で九州を旅行して、あちこちを見

て回った。卒業後は日本の企業で働きたいと思い、就職活動をして、A銀行を受けた。A銀行は日本

で      
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         の銀行だが、筆記試験も面接もうまくいって、採用が決まった。日本に来て、

約１年の間にいろいろな国の学生と知り合えたことや、様々な経験ができたことは、今後の私の人

生に 
          になると思う。９月に香港

ホンコン

の大学に戻って来年の７月に卒業したら、その後、

また来日して、東京で研修を受けることになっている。 
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УРОК 11 
 
問題Ⅰ 
１ 
アイディア   アップ   イメージ   オーバー   オーバー 
１．英語の勉強を一生懸命したら、テストの点が前回より 20 点も            した。 
２．高速道路で制限速度を 20 キロ            して捕

つか

まった。 
３．父の日に何をあげようかと雑誌を見ていたら、いい               が浮かん

だ。 
４．彼はちいさなことでも大事件のように              に話す。 
５．日本へ来る前、日本人は親切だという            を持っていた。 
 
２ 
オリジナル   オリジナル   カバー   カバー   ケース   ケース 

１．熱中症
ねっちゅうしょう

になったとき、
じゅうしょう

重 症 で倒れてしまう          は老人に多い。 
２．店内にある人形はすべてこの店だけの            商品です。  
３．部下の失敗を            するのも、上司の仕事の一つだ。 
４．履歴書

り れ きし ょ

のコピーは
て も と

手元に残して、           を人事
じ ん じ

課に提出してください。 
５．部屋のカーテンとベッド            を同じ色にした。 
６．父は老眼鏡

ろうがんきょう

を           に入れて持ち歩いている。 
 
３ 
サイド   スケール   ストップ   スムーズ   ゼロ   タイミング 
１．話したいと思っていたら、ちょうど電話がかかってくるなんて、          がいい

ね。 
２．宇宙開発のように             の大きな仕事がしたい。 
３．午前中の仕事が             に進んだから、午後は少し余裕

よ ゆ う

ができそうだ。 
４．市会

し か い ぎ い ん

議員の山田さんは、いつも住民の            に立って考えてくれる。 
５．地震で市内の交通機関がすべて           してしまった。 
６．経営していた会社が倒産

とうさん

し、              からの再出発だ。 
 
４  
ダウン   ダウン   ダメージ   チャンス   トライ   ニュアンス 
１．料理番組を見て、新しい料理に              した。  
２．残業と休日出勤が続き、とうとう           した。 
３．忙しくてなかなか友達と会う             がない。 
４．失恋して心に大きな            を受けた彼女は、なかなか立ち直れないようだ。 
５．外国で生活を始めたばかりのころは、言葉の微妙

びみょう

な            が分からなかっ

た。 
６．あの会社は賞味

しょうみき げ ん

期限をごまかしたことが知られ、株価
か ぶ か

が
おおはば

大幅に            した。 
 
５ 
パーフェクト   パターン   ブーム   フリー   フル   ベスト 
１．成功の可能性の低い手術なので、医者は「          を尽くす」としか言わなかっ

た。 
２．自分の力を            に使って、今回の企画を成功させた。 
３．今日の彼女の新体操

しんたいそう

の演技は                だった。 
４．私は昼食はめん類かパンで、            が決まっている。 
５．ペット           で犬や猫だけでなく、ワニやへびなども飼う人が増えている。 
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６．政党を離れたので、今後は           な立場で活動できるようになった。 
 
６ 
メイン   メリット   モデル   モデル   モデル   ユニーク   ラスト 
１．大学ではあくまでも勉強を生活の          にしたい。 
２．ある歌手を            にして新しい小説を書いた。 
３．都心に住む                は通勤時間が短くて済むことだ。 
４．家電製品は新しい            が出ると、古い型は一気に安くなる。 
５．彼の考えはいつも           で、びっくりさせられる。 
６．この駅の周辺は路上禁煙の           地区です。 
７．             １曲だから、大好きな曲を歌って終りにしよう。 
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問題Ⅱ 
１ 
アイディア   アップ   イメージ   オーバー   オーバー   オリジナル 
オリジナル   カバー   カバー   ケース   ケース   サイド 

１．この展示品は複製
ふくせい

で、            は金庫に保管されています。 
２．新商品の企画書締め切りは明日だというのに、いい          が浮かばない。 
３．予定を１か月も            して、やっと我が家が完成した。 
４．ピアノにほこりが付かないように            を掛けた。 
５．博物館では高価な美術品がガラス              の中に飾られている。 
６．彼らはお互いの弱点

じゃくてん

を           し合えるので、仕事をするのにいい組み合わせ

だ。 
７．今度の新車は安全性も性能

せいのう

も
いちだん

一段と             したそうだ。 
８．舞台ではもう少し          に表現しないと、観客に伝わらないよ。 
９．対人関係を築けない子どもが事件を起こすという              が増えている。 
10．友達に紹介されて会ってみたが、彼は私が描いていた           と違っていた。 
11．女性            に立った政策を立てなければ、少子化は止まらないだろう。 
12．当美術館は開館 30 周年を記念して、来館者に           絵葉書をプレゼント中で

す。 
 
２ 
スケール   ストップ   スムーズ   ゼロ   タイミング   ダウン   ダウン 
ダメージ   チャンス   トライ   ニュアンス   パーフェクト 

１．写真では花の微妙
びみょう

な色の          が分かりづらい。 
２．うちに帰ったら、みんなでおいしそうなケーキを食べるところだった。なんて           

がいいんだろう。 
３．仕事が忙しくて、なかなか結婚相手を見つける           ない。  
４．戦争で何もかも失った広島の町は               から復興

ふっこう

した。 
５．何もかもそろった          な人間などいません。 
６．中国の遺跡

い せ き

は日本のものに比べ、すべて          が大きい。 
７．心配していたけれど、就職が             に決まってほっとした。 
８．来年は何か新しいことに            したいと思う。 
９．業績

ぎょうせきふ し ん

不振で今年の夏のボーナスが大幅             した。 
10．コンピューターの故障で銀行の業務が          した。 
11．海水浴に行って、紫外線

し が いせ ん

や海水で髪の毛が             を受けた。 
12．暑さのせいで食欲もなく、夜も眠れず、とうとう          した。 
 
３ 
パターン   ブーム   フリー   フル   ベスト   メイン   メリット 
モデル   モデル   モデル   ユニーク   ラスト 
１．彼の作品は今まで誰も作ったことのない            なものだ。 
２．この小説の登場人物は実在の人物を            にしています。 
３．あのお笑い芸人

げいにん

は、いつも同じ          で人を笑わせる。 
４．会社を辞めて             な立場で発言すると、自由だけど、ある意味重みが

ない。 
５．あの映画は           まで見ないと、真犯人が分かりません。 
６．語学留学の           は自然な会話が身に付くことだ。 
７．A 選手は自己           の記録を出して、オリンピックで優勝した。 
８．今度の京都旅行は、紅葉見物を            にお寺や神社を見て回ろうと思いま

す。 
９．住宅展示場に太陽光

たいようこう

発電を使った              住宅が造られた。 
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10．車はエンジンを            回転して、山道を登っていく。 
11．日本では韓国のドラマに人気が出て、韓流

ハンりゅう

              がここ数年続いてい

る。 
12．スキー板を買いたいが、今年の最新          は来週入荷

にゅうか

するというので、来週ま

で待つことにした。 
  



 

94 

問題Ⅲ 
１ 
１．駅前に大型店ができ、近くの個人商店は大きな（メッセージ  ダメージ  スイッチ  ピ

ンチ）を受けた。 
２．せっかく彼女とデートできたのに、「好きだ」という（タイミング  トライ  メリット  

ステップ）を逃してしまった。 
３．父に反抗

はんこう

したら、送金を（ブレーキ ストップ  バランス  ステップ ）されてしまった。 
４．この商品は主婦の（コンクール  ユニーク  オリジナル  アイディア）を基

もと

に作られた。 
５．夜ビデオを見始めると、寝るのが遅くなり、次の朝は寝坊

ね ぼ う

して、学校に遅刻してしまうという

悪い（オリジナル  サイド  パターン  ミス）になる。 
６．エレベーターに最後に乗ろうとしたら、定員（フル  メイン  ラスト  オーバー）で乗

れなかった。 
７．会社名をカタカナに変えたのは、企業（イメージ  イベント  インタビュー  インフレ）

を新しくしたかったからだ。 
８．本番中に主役がせりふを忘れ、相手がうまく（カット  アップ  カバー  ダウン）した。 
９．この砂漠をすべて緑に変えるとは、（デマ  スケール  ノルマ  サイド）の大きい計画

だ。 
10．だいぶ反省しているようですから、もう一度やり直す（チャンス  チャンネル  キャッシ

ュ  キャッチ）をあげましょう。 
11．回転ずしの皿が（フリー  スムーズ  ニュアンス  メリット）に回るようにするのは、

技術的に簡単ではないそうだ。 
12．この車の 1970 年の（サイド  ラスト  トライ  モデル）は生産台数が少ないので、

愛好者
あいこうしゃ

の間では人気が高い。 
13．世界陸上選手権

せんしゅけん

に出場して、彼女はまた自己（トップ  ベスト  アップ  マーク）を
こうしん

更新した。 
14．最近は、結婚する前から二人で暮らす（ケース  ブーム  ハード  テーマ）が増えてき

ている。 
 
２ 
アイディア   トライ   ブーム   メイン   モデル  ユニーク 

 昨年六本木
ろ っ ぽん ぎ

に開店したレストラン「TANAKA」は、南フランスの有名な
こじょう

古城を          

に造られた店で、魚介類
ぎょかいるい

を          に様々な
そうさく

創作料理を楽しむことができる。料理長

T氏はフランス料理の枠にとらわれない創作
そうさく

料理で有名な人物だ。世界的に和食         

とあって、和の
そ ざ い

素材に             する料理人は少なくないが、中でもT氏の作る

料理は非常に 
           である。他ではまねできないような T 氏の料理の             

は、生活のあらゆる場面で思い浮かぶものだという。今後も彼の手からどんな料理が生まれるか楽

しみである。 
 
３ 
オーバー  カバー   スムーズ   ダウン   チャンス   メリット 
 私は焼肉店でアルバイトをしています。はじめのころは日本語が下手で、           

に注文を取ることもできませんでした。失敗もたくさんありましたが、一緒に働いている仲間が 
           してくれました。お金のために始めたアルバイトでしたが、今は、アルバ

イトをする最大の            は日本人をいろいろな角度から見られることだと思っ

ています。社会勉強と言ったら          かもしれませんが、アルバイトは、本で読ん

だり、人から聞いていた日本人とは違った一面を見るいい          だと思います。今

日は休みのはずでしたが、仲間の一人が風邪
か ぜ

で           してしまったので、代わり

に私が出勤します。こんなとき、日本人は「お互い様」と言うそうです。 
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