『みんなの日本語 初級Ⅰ 第 2 版 本冊』
語彙・表現の増減
『みんなの日本語 初級Ⅰ 本冊』
（初版）との語彙の入れ替わりは以下のとおりです。なお、この変更に固有名詞は含まれていません。

表の見方
移動・追加された語：
〈上段〉 ほかの課からこの課へ移動する語彙・表現です。
（ ）内が初版の新出課です。
のある語彙は新出課は同じですが、表記を変更しました。

＊

〈下段〉 第 2 版で新たに取り上げる語彙・表現です。初版では語彙として取り上げていません。
移動・削除された語：
〈上段〉 この課からほかの課へ移動する語彙・表現です。
（ ）内が第 2 版での新出課です。
〈下段〉 第 2 版で削除する語です。
※2013 年 9 月 2 日現在の情報です。

移動・追加された語

移動・削除された語

1

〜君
（20 課） 電気
（14 課） 皆さん
（15 課） わたしたち
（22 課）
エンジニア

2

[ お ] 土産（7 課） 車（8 課） CD（6 課）

自動車（21 課） どうも（3 課）

えっ あ

カセットテープ テープ テープレコーダー ほんの気持ちです。

3

いらっしゃいませ。
（11 課 ) どうも（2 課 ) 自動販売機（27 課 )

たばこ（6 課） 〜でございます。
（13 課）

4

映画 (6 課） 会議（13 課） 試験（12 課）

[ どうも ] ありがとうございました。
（5 課） えーと（22 課）
お願いします。
（11 課） かしこまりました。
（11 課）
104 お問い合わせの番号

5

[ どうも ] ありがとうございました。
（4 課） そうですね。
（13 課）
何年 ̶年

6

たばこ（3 課）

映画（4 課） CD（2 課） レストラン（8 課）

7

ごちそうさま [ でした ]。
（23 課）

[ お ] 土産（2 課） 旅行（9 課）

ケータイ、年賀状、メール

ごめんください。 ファクス ワープロ

レストラン（6 課）

車（2 課） どれ（16 課）

いいえ。

日本の生活に慣れましたか。 勉強

アルバイト（21 課） いいですよ。
（14 課） 旅行（7 課）

すみません（15 課） もしもし（25 課）

貸してください。 残念です［が］
。

残念です［ね］
。

象（50 課）

いちばん（12 課）

8

9

10

11

いちばん下 ATM コーナー コンビニ ナンプラー パンダ

奥 スパイス・コーナー ̶段目 チリソース フィルム

行ってきます。
（←行ってまいります。
） 行ってらっしゃい。

いらっしゃいませ（3 課） それから（17 課）

*

*
お願いします。
（4 課） かしこま
（←行っていらっしゃい。
）

りました。
（4 課） 留学生（16 課）クラス（40 課）
書留 速達

12

移動・追加された語

移動・削除された語

いちばん（10 課）

試験（4 課） すごいですね。
（16 課） でも（19 課）

牛肉 とり肉 豚肉 レモン わあ、すごい人ですね。
13

〜でございます。
（3 課）［お］正月（23 課）

おなかがいっぱいです（20 課） 会議（4 課） 経済（15 課）
寂しい（23 課） 市役所（15 課） そうですね（5 課） 出ま
す［喫茶店を〜］
（14 課）出します［手紙を〜］
（16 課） 入り
ます［喫茶店に〜］
（14 課）
登録

14

答え（17 課） 座ります（15 課） 立ちます（15 課） 使います
（15 課） 出ます［喫茶店を〜］
（13 課） 電気（1 課） 入ります

いいですよ。
（9 課） 曲がります［右へ〜］
（23 課） 始めま
す（16 課）

［喫茶店に〜］
（13 課） 問題（17 課）
15

経済（13 課） 市役所（13 課） すみません。
（9 課） 皆さん
（1 課）

16

座ります（14 課） 立ちます（14 課） 使います（14 課） 特
に（18 課）

電子辞書

専門 床屋 プレイガイド

見学します
（18 課） すごいですね。
（12 課） 電話します
（20 課）

やめます [ 会社を〜 ]（21 課） 留学生（11 課）

どれ（8 課） 始めます（14 課） 出します［手紙を〜］
（13 課）
下ろします [ お金を〜 ] 飲みます（飲酒の意味） 鼻
17

それから（11 課）

答え（14 課） 問題（14 課） 先生 ( 医者の意味 )（32 課）
出します［レポートを〜］

18

特に（15 課） インターネット（31 課）

見学します（16 課） 国際〜（32 課）
牧場

19

でも（12 課）

ケーキ（22 課） 何回も（23 課） 実は（28 課）
しかし パチンコ

20

おなかがいっぱいです（13 課） 〜君（1 課）

電話します（16 課） 直します（24 課） 物価（21 課） この
間（41 課）
国へ帰るの？ サラリーマン どうしようかな？ どうする
の？

21

動きます (23 課） 気をつけます (23 課） 留学します（25 課）

アルバイト（9 課） 足ります（25 課） ユーモア（22 課）

うそ（38 課） 地球（40 課） 月（32 課） マンガ（37 課）

同じ（33 課） 首相（39 課） スピーチ（29 課） 政治（42 課）

自動車 (2 課） 物価 (20 課） 夢 (27 課） ほんとう (40 課）

大統領（47 課） ラッシュ（36 課）

やめます [ 会社を〜 ]（16 課）
22

アニメ 天才 久しぶりですね。 放送 もう帰らないと ……。

しかたがありません。しばらくですね。 見ないと……。

えーと（4 課）［お］弁当（24 課） ケーキ（19 課） ダイニ

うーん（28 課） アパート（42 課）

ングキッチン（←ダイニングキチン）* ユーモア（21 課） わ
たしたち（1 課） します [ ネクタイを〜 ]（34 課） では（49 課）
お探しですか。 都合 ロボット
23

寂しい (13 課） 何回も（19 課） 曲がります［右へ〜］
（14 課）

動きます（21 課） 気をつけます（21 課） ごちそうさま [ で

[ お ] 湯 (26 課）

した （7
] 課）［お］正月（13 課） 〜屋（人に使う場合）
（39 課）
外国人登録証 機械 つまみ 電気屋

24

直します（20 課）

引っ越しします

いれます［コーヒーを〜］
（50 課） 意味（25 課） [ お ] 弁当
（22 課）

25

引っ越し ホームステイ

ワゴン車

意味（24 課） 足ります（21 課） もしもし（9 課）

留学します（21 課） いくら［〜ても］
（33 課）

暇

一杯飲みましょう。 グループ 大使館

