
142 Katakana words . Japanese4all.com

アフリカ Africa

アフリカ Africa

エアコン air conditioning

アメリカ America

アジア Asia

オーストラリア Australia

ボール ball

バナナ banana

バスケットボール basketball

ベッド bed

ビール beer

ブラウス blouse

ボーナス bonus

パン bread

ビル building

バス bus

バスてい bus stop

ケーキ cake

カード card

トランプ cards

カセット cassette tape

センチ centimeter

フレンチフライ chips

クリスマス Christmas

タバコ cigarrettes

クラッシック classical  music

ホームルーム classroom for

クラブ club

コーヒー coffee

コーラ cola

コンピューター computer

コンサート concert

クリケット cricket

コップ cup

カレーライス curry and rice

デパート department store

デザート desert

ドア door

エレベーター elevator

エスカレーター escalator

 アパート flat

フォーク fork

フランス France

フライパン frying pan

ガレージ garage

ガス gas

ドイツ Germany

グラス glass

ゴールデンウイーク Golden week

ゴルフ golf

ガイド guide

モルモット guinea pig

ギター guitar

ハンバーガー hamburger

ハンカチ handkerchief

ハンサム（な） handsome

ストーブ heater

ハイキング hiking

ホッケー hockey

オランダ Holland

ホテル hotel

アイスクリーム icecream

スト industrial action

ジョッギング jogging

ジュース juice

キロ（グラム） kilo (gram)

キロ（メートル） kilo (metre)

キオスク kiosk

ナイフ knife

メンバー member

メニュー menu

メートル meter

オートバイ motor bike

ネットボール netball

ニュージーランド New Zealand

ニュース news

ノート notebook

オフィス office

オレンジ orange

ページ page



142 Katakana words . Japanese4all.com

アルバイト part time job

パーティー party

パスポート passport

ペン pen

- ペンス pence

ペンフレンド penfriend

- パーセント per cent

ガソリン petrol

ガソリンスタンド petrol station

ピアノ piano

ピクニック picnic

ピンク（の） pink

ホーム platform

グランド playground

パトカー police car

トンカツ pork cutlet

ポスト postbox

- ポンド pounds

プロ professional

けしゴム rubber

サラダ salad

サラリーマン salaried person

サンドイッチ sandwich

シャワー shower

スキー ski

スリッパ slippers

サッカー soccer

スープ soup

スペイン Spain

スプーン spoon

ステーキ steak

ステレオ stereo

ストレス stress

スーパー supermarket

セーター sweater

プール swimming pool

テーブル table

テープ tape

タクシー taxi

チーム team

テレビ television

テニス tennis

テント tent

テスト test

イギリス the U.K.

ネクタイ tie

ダンス（をする） to dance

キャンプ（に行く） (to go) camping

テントをはる to pitch a tent

ゲーム（をする） (to play) a game

トランプをする to play cards

シャワーを　あびる to take shower

トースト toast

トマト tomato

ズボン trousers

トラック truck, lorry

タイプライター typewriter

ビデオ video 

ビデオゲーム video game

ビザ visa

ウエートレス waitress

ウイスキー whisky


