
『みんなの日本語  初級Ⅱ  第2版  本冊』
語彙・表現の増減

『みんなの日本語  初級Ⅱ  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・及び各課の読解問題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。

 〈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。 

移動・追加される語 

拾います(35課 )　盆踊り(34課 )　財布(29課 )

フリーマーケット　国会議事堂　平日　燃えるごみ

心配[な](32課 )　家具(34課 )　方（35課）

キッチン

景色（27課）　～機(33課 )　台所（27課）　うーん（22課）　実は（19課）

美容院　ゲーム　～家　

片づけます(30課 )　スピーチ(21課 )　取り替えます（41課）　書類

(38課 )　返事（40課）　交番（30課）

ふきます

～とか、～とか（36課）

ガイドブック　非常袋　リュック　非常時　懐中電灯　生活します

取ります［休みを～］（27課）　申し込みます(26課 )　発表(47課 )　

お子さん（30課）　―号（40課）

帰り　入学試験　

込みます［道が～］(29課)　すきます[道が～](29課)　出ます［試合に、

パーティーに～］（36課）　国際～(18課 )　先生（医者の意味）（17課）

始まります［式が～］（31課）　出席します［会議に～］（31課）　戻り

ます（32課）　同じ（21課）　いくら［～ても］(25課 )　～ほど（30課）

リサイクルします　危険　徐行　割引　飲み放題　募集中　締め切り

さします[傘を～](47課 )　お客[さん](31課 )

［お］城　いかがですか。

治ります、直ります［病気が、故障が～］（32課）　レバー(45課 )　キー

(34課 )　さあ(40課 )　歴史（42課）　昔（27課）

クリックします　入力します　炊飯器　ふりがな

移動・削除される語

参加します［パーティーに］(38課 )　燃えます［ごみが～］（47課）

申し込みます(31課 )　お湯（23課）　柔道(36課 )

新聞社　困ったなあ。　月・水・金

取ります[休みを～](31課 )　景色(28課 )　自動販売機（3課）　ほ

とんど(36課 )　昔(35課 )　夢（21課）　台所（28課）

通信販売　昼間　日曜大工

違います(36課 )　優しい(43課 )　習慣(38課 )　管理人（41課）

おしゃべりします

込みます[道が～] (32課)　すきます[道が～](32課)　財布(26課)

この辺

片づけます(29課 )　相談します(40課 )　お子さん(31課 )　交番

(29課 )　～ほど(33課 )　知らせます（45課）

案内書　ご苦労さま。　希望　何かご希望がありますか。　

ミュージカル　それはいいですね。

始まります[式が～]（33課）　入学します[大学に～](46課 )　

卒業します[大学を～](46課 )　出席します［会議に～］（33課）　

お客[さん](34課 )　インターネット(18課 )　だれか（37課）

普通の

戻ります(33課 )　吹きます［風が～］（47課）　心配[な]（27課 )

月(21課 )治ります、直ります[病気が、故障が～]（35課）

もしかしたら　働きすぎ　ゆっくりします　それはいけませんね。

上げます（41課）　下げます（41課）　～機(28課 )

洗濯機　ファイト　本日休業　営業中　そりゃあ　～以内

します[ネクタイを～](22課 )　細い(44課 )　太い(44課 )　

盆踊り(26課 )　家具(27課 )　キー(35課 )

シートベルト

拾います(26課 )　楽[な](43課 )　珍しい(41課 )　方(27課 )　

ハイキング(39課 )　操作(39課 )　村（38課）　方法(38課 )　

ふた(42課 )　曲(36課 )　楽しみ(42課 )

かかります[電話が～]　機械　初めに

※2013 年 9月 2日現在の情報です。
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移動・追加される語

あいます［事故に～］（45課）　柔道(26課 )　ラッシュ（21課）　宇宙

（40課）　ほとんど（27課）　曲（35課）　違います（28課）

腐ります　初め　使っていらっしゃるんですね。

焼けます[うちが～](39課 )　だれか（31課）　－キロ(40課 )

発明します　インスタントラーメン　何語　－世紀　皆様　その後

世界遺産　～の一つ　金色　本物　金　美しい　

参加します（26課）　工場（36課）　村（35課）　習慣（28課）　健康

(36課 )　おととし（41課）　方法（35課）　指輪(41課 )

つきます[うそを～]　～という　かな

太ります（36課）　やせます（36課）　硬い(36課 )　軟らかい(36課 )

首相(21課 )　～屋(23課 )　会場（49課）　ハイキング（35課）

操作（35課）

津波　雷

うまくいきます（45課）　相談します（30課）　天気予報(47課 )

出ます［問題が～］　発表会　［お］年寄り

上げます（33課）　下げます（33課）　～ずつ(36課 )　二人(42課 )

お宅(50課 )　珍しい（35課）　管理人さん（28課）　暖房（43課）　

冷房（43課）　この間（20課）　　

幼稚園　温度　お孫さん　～さん　ひとこと　どうぞお幸せに

並びます(39課 )　丈夫[な](43課 )　アパート(22課 )　自然（50課）

半分(44課 )　政治（21課）　楽しみ（35課）　ふた（35課）

のし袋　どのくらい　出ます［ボーナスが～］

優しい（28課）　楽［な］（35課）　パンフレット（46課）

危険［な］（40課）　厚い(42課)　薄い(42課)　太い(34課)　細い(34課)

眠ります　ＤＶＤ

知らせます（30課）

110番　119番　梅　無理に

届きます［荷物が～］（36課）　入学します[大学に～](31課)　卒業しま

す[大学を～](31課)　焼けます[パンが、肉が～](39課)　半年(50課)

申し訳ありません。（41課 )

吹きます［風が～］（32課）　燃えます(26課 )　厳しい(48課 )　大統

領(21課 )　データ(42課 )　亡くなります（38課）

ファイル(42課 )

録音します

利用します（37課）　～といいます（43課）

奥様　どなたでも

いれます[コーヒーを～](24課)　用意します(45課)　スケジュール(48課)

メールアドレス　応援します

移動・削除される語

届きます[荷物が～]（46課）　出ます［試合に、パーティーに］（32課）

太ります（39課）　やせます（39課）　硬い(39課 )　

軟らかい(39課 )　健康(38課 )　工場（38課）　～ずつ（41課）　

～とか、とか（30課）

打ちます［ワープロを～］　タンゴ　電子～　携帯～

漫画、マンガ（21課）　利用します(49課）

起こします　発明します　設計します　建築家　科学者　

～に よって　埋め立てます　技術　土地　騒音　アクセス

亡くなります(47課 )　うそ(21課 )　書類（29課 )

焼けます[うちが、パンが、肉が～](37、46課 )　並びます(42課 )

早退します　遅刻します　電話代　電気屋　汗

危険[な](44課 )　宇宙(36課 )　地球(21課 )　返事(29課 )　

ほんとう(21課 )　さあ（35課）　クラス（11課）　－キロ(37課 )　

ー号（31課）

申し込み

指輪(38課 )　おととし（38課 )　取り替えます（29課）　申し訳あ

りません。（46課 )

呼びます　バッグ　はあ　預かります　先日助かります

厚い(44課 )　薄い(44課 )　二人(41課 )　歴史(35課 )　データ

(47課 )　ファイル(48課 )

安全　関係　石　ピラミッド　セット　あと

丈夫[な](42課 )　暖房（41課）　冷房（41課）　～と いいます（49課）

センス　会員　適当[な]　年齢　収入　ぴったり　そのうえ　

半分（42課）

理由　丁寧[な]　細かい　たんす

用意します(50課 )　あいます［事故に～］（36課）　うまく いきま

す（40課）　レバー（35課）

謝ります　贈り物　まちがい電話　係　[－円]札

パンフレット（43課）

注射　ステレオ　食欲

さします[傘を～](34課 )　天気予報(40課 )　発表(31課 )

長生きします　男性　女性

厳しい(47課 )　スケジュール(50課 )

者　入管　再入国ビザ　久しぶり

会場（39課）　では(22課 )

休みます　寄ります[銀行に～]　灰皿　貿易　帰りに　ちっとも

遠慮なく

お宅(41課 )　半年(46課 )　自然(42課 )　象(10課 )

ございます　～で ございます　郊外　アルバム　最初に　最後に

ただ今　放送します　撮ります[ビデオに～]　協力します 
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