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げんき１【第３版】会話･文法編　単語改訂リスト

第2版 修正内容

あいさつ 〇
～です。 . . . desu. I am . . . . 追加
第1課 〇
だいがくせい daigakusee college student Additional Vocabから移動
　いちねんせい ichinensee first-year student 「～ねんせい」の例をリストに移動
　にほんじん nihonjin Japanese people 「～じん」の例をリストに移動
　いちじ ichiji one o’clock 「～じ」の例をリストに移動
　にじはん nijihan half past two 「はん」の例をリストに移動
アメリカ Amerika U.S.A. Additional Vocabから移動
　にほんご nihongo Japanese language 「～ご」の例をリストに移動
～ばん . . . ban number . . . 追加

えいご L2へ移動
＊ あのう anoo um . . . あの 語彙修正

ええ L3へ移動
カナダ Kanada Canada 追加
インド Indo India 追加
エジプト Ejiputo Egypt 追加
フィリピン Firipin Philipines 追加

アメリカ 左ページに移動
スウェーデン 削除

せいぶつがく seebutsugaku biology 追加
かがく（科学） 削除
じんるいがく 削除

かんごし kangoshi nurse 追加
だいがくせい 左ページに移動
しごと L8へ移動

第2課 〇
スマホ sumaho smartphone; mobile 追加

えんぴつ L14へ移動
じしょ L15へ移動

コンビニ konbini convenience store L7から移動
きっさてん 削除（→カフェ[L3]に変更）
アメリカ L1に移動

えいご eego English (language) L1から移動
第3課 〇
おさけ お酒 sake; alcoholic drink 英訳修正
カフェ cafe 追加

＊ ええ yes L1から移動
第4課 〇
ゲーム game L7から移動
アルバイト part-time job (more colloquially, バイト) 英訳修正
はな 花 flower L12から移動
レポート (term) paper L13から移動

おみやげ L5へ移動
てがみ L9へ移動
メール L9へ移動
デパート L7へ移動

それから and then L5から移動
＊ ～と together with (a person); and 英訳修正
＊ もしもし Hello? (used on the phone) L7から移動

・このリストは、追加・削除・移動、および英訳や表記の変更があった単語だけをリストアップしています。
・第3版の「単語」では、単語の掲載順が名詞を中心に大幅に変更されています。具体的な変更は実際のページでご確認ください。
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第5課 〇
くだもの 果物 fruit 追加

＊ おみやげ お土産 souvenir L4から移動
＊ Lサイズ（エルサイズ） size L 追加

きっぷ L12へ移動
ひこうき L10へ移動
きって 削除
はがき 削除

ひま（な） 暇 not busy; free (time) 英訳修正
それから L4へ移動
～まで L9へ移動・英訳修正

第6課 〇
エアコン air conditioner L18から移動
でんき 電気 electricity; light 英訳修正
くに 国 country; place of origin L7から移動

おふろ L8へ移動
CD 削除
しみんびょういん 削除
おふろにはいる L8へ移動
でんわをかける 削除（→ 「でんわする」に変更）

つれてくる 連れてくる to bring (a person)  （～を） L8から移動
おそく L8へ移動
から 削除（文法項目）

第7課 〇
あに 兄 (my) older brother L14から移動
デパート department store L4から移動

くに L6へ移動
ゲーム L4へ移動
コンビニ L2へ移動
アパート 削除
DVD 削除

＊ はたらく 働く to work L11から移動
　ふとっています 太っています to be on the heavy side; overweight 英訳修正

つとめる 削除（～につとめている → ～で働いている に変更）

もしもし L4へ移動
第8課 〇
はれ 晴れ sunny weather L12から移動
くもり 曇り cloudy weather L12から移動
ゆき 雪 snow L12から移動
きおん 気温 temperature (weather—not used for things) L12から移動
しごと 仕事 job; work; occupation L1から移動
おふろ お風呂 bath L6から移動
スペイン Spain 追加

くうき 削除
こくばん 削除
だいがくせい L1に移動

おふろにはいる お風呂に入る to take a bath L6から移動
（あめ／ゆきが)ふる （雨／雪が）降る (rain/snow) falls 語彙・英訳修正

じろじろみる 削除
でんわする L6へ移動

おそく 遅く (do something) late L6から移動
～ど ～度 . . . degrees (temperature) L12から移動
どう how 追加
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第9課 〇
てがみ 手紙 letter L4から移動
メール e-mail L4から移動

＊ チケット ticket L14から移動
うんどうする 運動する to exercise 英訳修正
そう (I think) so 追加

＊ ～まで to (a place/a time) L5から移動・英訳修正
第10課 〇
りょうり 料理 cuisine 追加
としうえ 年上 someone older 追加
ひこうき 飛行機 airplane L5から移動

＊ ツアー tour 追加
＊ どうぶつえん 動物園 zoo 追加
＊ じかん 時間 time 追加

らいがっき L11へ移動
クレジットカード 削除
シャツ L14へ移動
とこや 削除
パンツ 削除
びん 削除
はらう L12へ移動

ごろごろする to chill out at home; to stay home and do nothing 追加
第11課 〇
ルームメイト roommate ルームメート 表記修正
らいがっき 来学期 next semester L10から移動

おとこのこ 削除
おんなのこ 削除

はしる 走る to run L22から移動
はたらく L7へ移動

きょうし 教師 schoolteacher 追加
けんきゅうしゃ 研究者 researcher 追加
スポーツせんしゅ スポーツ選手 athlete 追加
シェフ chef 追加

やきゅうせんしゅ 削除
じょゆう 削除

第12課 〇
＊ インフルエンザ influenza 追加

アレルギー allergy 追加
たまご 卵 egg 追加
きっぷ 切符 train ticket L5から移動・英訳修正
～だい ～代 charge; fee 追加
かれし 彼氏 boyfriend 追加

はな L4へ移動
きおん L8へ移動
くもり L8へ移動
はれ L8へ移動
ゆき L8へ移動
マイナス 削除

ひろい 広い wide; spacious L15から移動
つごうがわるい L17へ移動

はらう 払う to pay （～を） L10から移動
それに moreover, . . . L17から移動
おなじ 同じ same L14から移動

～ど L8へ移動
～でしょう 削除（文法項目）
～ので 削除（文法項目）
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