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LES 1-1

1 hoe どうやって

2 heet 呼ばれている

3 je 君

4 ik わたし

5 mijn わたしの

6 naam 名前

7 is ....は　(三人称)

8 woon 住む

9 in ....に

10 adres 住所

11 Stationsstraat 駅前通り

12 nummer 番号

13 telefoonnummer 電話番号

14 jij 君

15 wat 何

16 jouw 君の

17 waar どこ

18 nationaliteit 国籍

19 (ik) ben ....は　(一人称)

20 Duitse ドイツ人

LES 1-2

21 dag こんにちは

22 meneer ミスター、おじさん 
(男性への呼びかけ)

23 uw あなたの

24 komt (uit) 出身（ですか？）

25 u あなた

26 uit ....から（の）

27 Nederland オランダ

28 nee いいえ

29 kom 出身

30 niet ではない

31 Denemarken デンマーク

32 woont 住んでいる

33 welke どの

34 stad 都市

35 vlakbij 近く（の）

36 straat 通り

37 de （定冠詞男性、女性
単数及び全ての複数
名詞）

38 nummer 番号号

39 telefoon 電話

40 heb 持っている

41 geen 無い

42 vaste 固定（電話）

43 pas ...したばかり

44 wel それでも

45 mobiel 携帯（電話）

LES 1-3

46 hij 彼

47 het (定冠詞中性単数)

48 van ....の(所有)

49 zijn 彼/彼女の

50 zij 彼女は

51 haar 彼女の

52 ook ...もまた, 同じく

53 zijn ...である

54 getrouwd 結婚している

55 vrouw 妻

56 man 夫

LES 2-1

57 familie 家族

58 kijk 見て

59 dit これ (中性名詞)

60 een １つの　

61 foto 写真

62 het それ

63 oude 古い

64 tien 10

65 jaar 年

66 geleden 前

67 helemaal いちばん

68 links 左

69 ziet 見(え)る

70 vader 父

71 naast 隣(に)

72 staat 立つ、立っている

73 moeder 母

74 ouders 両親

75 hebben 持つ (複数)
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76 drie 3 (人の)

77 kinderen 子供達

78 twee 2 (人の)

79 jongens 男の子達

80 en ....と

81 één 1 (人の)

82 meisje 女の子

83 zonen 息子達

84 dochter 娘

85 jongen 男の子

86 dat それ

87 achter ...の後ろ(に)

88 mij 私

89 broer 兄/弟

90 rechts 右(に)

91 zus 姉/妹

LES 2-2

92 wie 誰が

93 oudste 最年長

94 jongste 最年少

95 ouder 年上

96 dan ....より

97 kind 子供

LES 2-3

98 wonen 住んでいる

99 je 君の

100 ze 彼ら/彼女ら

101 EU-land EU加盟国

102 misschien もしかすると

103 ze 彼女

104 naar ....に (ある場所へ)

105 mag ....できる、....し
てもよい

106 hier ここに

107 komen 来る

108 hoop 願う

109 dat それが

110 lukt 叶う

111 mis いないのを寂しく思
う

112 lieve 愛しい、可愛い

113 erg とても

114 vorig (jaar) 昨  (年)

114a getrouwd 結婚した

115 sinds ....以来

116 kort 最近

117 heeft 持つ

118 dus だから

119 oom 叔父さん

119 vrouw 妻

120 tante 叔母さん

LES 3-1

121 hoe laat (is het?) 何時(に)

122 negen 9

123 uur 時

124 half (- tien) 30分前

125 kwart 4分の1、15分

126 over 過ぎた

127 voor (vijf - half 
tien)

前

128 vijf 5

129 minuten 分

LES 3-2

130 ochtend 朝

131 ‘s ochtends 朝のうちに、午前中
に

132 zeven 7

133 sta  op 起きる

134 nog まだ

135 vroeg 早い

136 soms 時々

137 eerder その前に

138 om [時刻] ....(時)に

139 acht 8

140 neem つかまえる、乗る

141 bus バス

142 school 学校

143 les レッスン、授業

144 begint 始まる

145 pauze 中休み、休憩

146 drink 飲み物

147 koffie コーヒー



© 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

148 praat 喋る

149 vriendin 女の友達

150 elf 11

151 we 私達

152 gaan 行く

153 weer また

154 twaalf 12

155 afgelopen 終わる

156 middag 昼、午後

157 ‘s middags 午後に、正午に、昼
に

158 thuis 家に

159 eet 食べる

160 bel 電話する

161 vriend (男の) 友達

162 of ....か

163 tv テレビ

164 doe する

165 boodschappen 買い物

166 vier 4

167 leer 勉強する

168 luister 聴く

169 tekst テキスト、文

170 lees 読む

171 maak やる

172 oefening 練習 (問題)

173 deel 部分

174 Nederlandse オランダの

175 krant 新聞

176 zes 6

177 eten 食事、食べ物

178 maak (- klaar) 作る

LES 3-3

179 avond 夕方、夜、晩

180 ‘s avonds 夕方に、夜に、晩に

181 nieuws ニュース

182 ga 行く

183 café カフェ

184 huis 家

185 moe 疲れた

186 bed ベッド

187 slaap 寝る

188 nacht 夜、夜間

189 ‘s nachts 夜間に

190 tot ....まで

191 stil 静か

192 donker 暗い

193 bijna ほとんど

194 iedereen 皆

195 slaapt 寝ている

196 niemand 誰も....していない

197 wakker 起きている、起きた

198 behalve ....を除いて

199 mensen 人達

200 die それらの

201 werken 働く

202 wordt licht 明るくなる

203 worden ....になる

LES 4-1

204 maand 月

205 één 一つ (の)

206 maanden ....ヶ月

207 weken 週

208 dagen 日

209 januari 一月

210 eerste 最初の

211 dan その時 (頃)

212 echt 本当に

213 koud 寒い

214 winter 冬

215 februari 二月

216 maart 三月

217 eind 終わりに

218 lente 春

219 al もう

220 minder 少なく、あまり.....
ない

220a wel 確かに

221 regent 雨が降る

222 vaak よく、頻繁に

223 er そこに

224 veel 沢山

225 wind 風

226 vanaf [時間] ....から

227 april 四月

228 steeds ますます
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229 warmer (もっと) 温かく

230 mei 五月

231 juni 六月

232 zomer 夏

233 juli 七月

234 augustus 八月

235 sluiten 閉まる

236 scholen 学校

237 op ....に

238 vakantie バカンス、休暇

239 september 九月

240 alweer もうまた

241 herfst 秋

242 zon 太陽

243 verdwijnt 消える

244 oktober 十月

245 november 十一月

246 december 十二月

LES 4-2

247 week 週

248 telt (ある数のものから) 
なる

249 noemen 呼ぶ

250 werkdagen 平日

251 maandag 月曜日

252 dinsdag 火曜日

253 woensdag 水曜日

254 donderdag 木曜日

255 vrijdag 金曜日

256 zaterdag 土曜日

257 zondag 日曜日

258 weekend ウィークエンド

259 op [時間] ....に

260 vandaag 今日

261 morgen 明日

262 beginnen 始まる

263 lessen 授業

264 keer ....回目

265 tweede 二番目

266 lang ....の間

267 duurt 続く

268 meestal 大体いつも

269 laatste 最後の

270 eindigen 終わる

LES 4-3

271 hetzelfde 同じ

272 land 国

273 als ....と同じく

274 vorige 最後の、先　(月)

275 maar ただ、ほんの

276 net ちょうど  (来たばか
り)

277 wanneer いつ？

278 zag 会った

279 hem 彼に

280 voor ....に

281 het laatst 最後

282 maar だけど

283 gisteren 昨日

284 bij ....の所に

285 geweest 行った

286 volgende 次の

287 ver 遠く、遠い

288 elkaar お互い

289 zien 会う

290 binnen (今週)中

291 weet 知る

292 paar いくつか

LES 5-1

293 drinken 飲み物

294 ontbijt 朝ごはん

295 brood パン

296 kaas チーズ

297 jam ジャム

298 thee 紅茶、ティー

299 zonder 無し

300 suiker 砂糖

301 melk ミルク

302 lunch ランチ

303 eerst 最初に

304 kop カップ

305 soep スープ

306 daarna その後
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307 opnieuw また

308 vlees 肉

309 tijdens ....の間

310 glas グラス

311 avondeten ディナー

312 warm 温かい

313 rijst ライス、米

314 vis 魚

315 aardappelen ジャガイモ

316 natuurlijk もちろん

317 groenten 野菜

318 water 水

319 wijn ワイン

320 bier ビール

LES 5-2

321 per 毎　(日)

322 rond ....頃、ぐらい

323 drinkt 飲む

324 bord 皿

325 vervolgens 続いて

326 tenslotte 最後に

327 in plaats van ....の代わりに

328 markt 市場

328a waarom なぜ, どうして

328b omdat ...だから, ...なので

329 daar そこでは、あそこで
は

330 zo そんなに

331 duur 高い

LES 5-3

332 dorst のどの渇き

333 zullen ....しようか？

334 ja うん、はい

335 laten ....しよう

336 tegenover ....の前に

337 o あぁ、おぉ

338 dat あの

339 kerk 教会

340 sterke 強い

341 zwart ブラック

342 beetje ちょっと

343 erbij それと一緒に

344 druk 混んでいる

345 alle 全ての

346 andere 他の

347 cafés カフェ

347a zijn ....は　(三人称複
数)

348 open 開いている

349 enige ただ一つの、唯一の

350 kun 出来る？

351 iets 何か

352 dat それなら

353 mogelijk 可能

354 waarover 何について

355 praten 話す、喋る

356 jullie あなた達、君達

357 gesprekken 会話

358 sport スポーツ

359 vooral 特に

360 voetbal サッカー

361 vrouwen 女の人、女性

362 eigenlijk 実際に

LES 6-1

363 mevrouw ミセス、おばさん   
(既婚女性への呼びか
け)

364 station 駅

365 loopt 歩く

366 rechtdoor 真っ直ぐ

367 neemt 曲がる

368 aan ....に

369 die その

370 lopen 歩き

371 ongeveer 約

372 kwartier 十五分

373 deze この

374 kant 側、方面

375 weg 道

376 die それ (バス)

377 vertrekt 出る、出発する

378 om [時間] ....に

379 bedoelt 意味する
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380 bedoel ....が意味するに
は、(私が)言ってる
事は

381 elke 毎

382 vijftien 15

383 langs (人の所に) 寄って

384 dan それなら

385 loop 歩く

386 liever むしろ、....ほうが
良い、

387 anders さもなければ

388 moet .....しなくてはなら
ない

389 wachten 待つ

390 dank u wel どうもありがとう

391 graag gedaan どういたしまして

LES 6-2

392 tram トラム

393 gaat 行く

394 heen 向こうへ

395 buurt 近所、近く

396 kunt できる

397 het beste 一番良いのは

398 lijn 路線、系統

399 nemen つかまえる、乗る

400 stopt 停まる

401 op ....で

402 hoek 角

403 halte 停留所

404 staan 立つ、立っている

405 op (wacht -) 待つ

406 vóór 前に

408 stap (- uit) 降りる

409 vraagt 尋ねる、訊く

410 aan (vraagt -) .....に

411 conducteur 車掌

LES 6-3

412 bezoek (op -) 訪ねて

413 vrienden 友達

414 ze 彼ら/彼女ら

415 toe (naar … toe) [方向]   (....の) 
方へ

416 auto 車

417 trein 電車

418 te ....過ぎる

419 overal 至るところに

420 intercity 急行

421 nergens どこにも.....ない

422 tussen ....と....の間

423 overstappen 乗り換える

424 welk どの

425 perron プラットフォーム

426 schermen ディスプレイ, スクリ
ーン

427 ingang 入口

428 hal コンコース

429 informatie 情報

430 daarop その上に

431 vertraging 遅延

432 tijden 時刻表

433 daarop そこに

LES 7-1

434 werkt 働いている

435 hebt 持っている

436 werk 仕事

437 baan 職

438 werkloos 失業中

439 waarvan 何から、どうやって

440 leeft 暮らしている、生き
ている

441 toch ....でしょ？

442 geld お金

443 nodig 必要

444 gemeente 市役所

445 geeft くれる

446 uitkering 福祉援助

447 hoeft しなくてはいけない

448 te .....のために

449 doen する

450 wilt したい (ことを)

451 zoek 探している

452 probeer 試みている

453 vinden 見つける
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454 trouwens 実のところ

455 zodra ....次第

456 gevonden 見つけた(ら)

LES 7-2

457 supermarkt スーパー

458 afdeling 売り場、部門

459 groente 野菜

460 verkoop 売る

461 fruit フルーツ

462 leg 陳列する、並べる

463 juiste 正しい

464 plaats 場所

465 lijkt 見える、....の様に
写る

466 me 私には

467 leuk 楽しい、良い

468 lekker とても、 
(おいしい）

469 om ....の周りに

470 centrum 街の中心

471 parttime パート、非常勤の

472 volle 常勤の

473 hele ....を通して、全部

474 hoeveel いくら

475 verdien 得る、稼ぐ

476 als もし

477 vragen 聞いても

478 euro ユーロ

479 netto 手取りで

480 dat wil zeggen すなわち

481 meer もっと

482 krijg 貰う、受け取る

483 door ....のために、.....
によって

484 belasting 税金

485 premie 保険料

486 verzekeringen 保険

LES 7-3

487 gemakkelijk 簡単

488 moeilijk 困難

489 ogenblik 時期

490 Nederlands オランダ語

491 kent 知っている、理解で
きる

492 vindt 見つける

493 in elk geval いずれにせよ、とも
かく

494 daarom だから

495 bezig ....に取り組んでい
る、....をやってい
る

496 leren 勉強する、習う

497 inderdaad そのとおり

498 zeer とても

499 belangrijk 重要

500 ken 理解する

501 nu 今(では)

502 voer (- een gesprek) 行う、(会話する)

503 klein 小さな

504 gesprek 会話

505 buiten 外

506 iedere 毎(日)

507 aantal 幾つかの

508 nieuwe 新しい

509 woorden 単語

510 moeten ....しなければいけ
ない

511 hard 熱心に

512 zeker もちろん

513 manier 方法

514 snel 速く

515 vind 見つける

LES 8-1

516 kost [費用、時間が]   
かかる

517 prijs 値段

518 bedrag 額

519 betalen 払う

520 alstublieft お願いします、どう
ぞ

521 krijgt 得る、貰う

522 terug おつり、お帰し

523 ober ウェイター、ボーイ

524 mogen 出来る

525 wij 私達
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526 rekening お勘定、請求書

527 willen したい

528 betaalt 払う

529 betaal 払う

530 portemonnee 財布

531 vergeten 忘れた

532 pinpas ピンパス (銀行口座
カード)　

533 kan 出来る

534 pinnen ピンパスで払う

535 ja hoor えぇ、もちろん

536 momentje ちょっと待って下さ
い

537 pincode 暗証番号

538 intoetsen 入力する

539 groene 緑の

540 knop ボタン

541 drukken 押す

542 oké オーケー

543 betaald 払った

LES 8-2

544 gas ガス

545 licht 電気、光

546 huur 家賃

547 telefoonrekening 電話代

548 eens 一回

549 energiebedrijf 電力会社

550 betaling 支払い

551 gebeurt 起こる、生じる

552 automatisch 自動的に

553 machtiging 権限

554 af (gaat ... -) 天引きされる

555 zelf 自ら、自分では

556 niets なにも....ない

557 bedrijf 会社

558 internet インターネット

559 website ウェブサイト

560 bank 銀行

561 inloggen ログインする

562 vult (- ... in) 記入する

563 rekeningnummer 口座番号

564 zelfs ...も, ...すら

565 zetten (ある状態に）する

566 handtekening 署名

LES 8-3

567 contant 現金

568 munten 硬貨

569 biljetten 札

570 bijvoorbeeld 例えば

571 eurocent ユーロ硬貨

572 kleine 小さい

573 dingen 物

574 weinig 少額

575 altijd いつも

576 gepast ぴったり、ちょうど

577 biljet 札

578 teveel 多く

579 men 人々

580 kleiner 細かい (お金)

581 zoekt 探す

582 probeert ....しようとする

583 alleen ....しか、ただ

584 heel とても

LES 9-1

585 ligt 位置する

586 West-Europa 西ヨーロッパ

587 noord 北

588 zuid 南

589 kilometer キロメートル

590 oost 東

591 groter より大きい

593 verdeeld 分割される

594 provincies 州、県

595 liggen 位置する、横たわる

596 noorden 北部

597 zuiden 南部

598 westen 西部

599 gebied 地域

600 helft 半分の

601 Nederlanders オランダ人

602 grootste 一番大きい

603 steden 都市

604 dichte 密集した

605 bevolking 人口、住民



© 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

606 oosten 東方

607 bijzondere 特別な

608 er そこ、あそこ

609 vroeger 以前は

610 was あった

611 zee 海

612 God 神

613 maakte 創った

614 wereld 世界

615 vormden 形造る

616 tenminste 少なくとも

617 sommigen ある人達

618 Nederlandse 
Antillen

619 paspoort パスポート

LES 9-2

620 vlak 平らな

621 betekent 意味する

622 bergen 山々

623 slechts ただ....しか

624 berg 山

625 meter メートル

626 hoog 標高

627 gevolg 結果

628 kunnen 出来る (三人称複数)

629 plaats 場所

630 makkelijk 簡単に

631 bereiken 到達する

632 gebruiken 利用する、使用する

633 onder andere 数ある中で

634 o.a. (= onder 
andere)

o.a.

635 zoveel 沢山の

636 dichtste 一番密集した

637 hoger より高い

LES 9-3

638 laag 低い

639 dezelfde 同じ

640 hoogte 標高

641 rivieren 側

642 meren 湖

643 grote 大きい

644 stukken 部分、区画

644a zelfs ...ですら, ...までも

645 lager ....より低い

646 rijk 富んだ

647 aan (rijk -) ....に

648 gebrek ....の不足、欠乏

649 om ....のために

650 reden 理由

651 grond 土地

652 gebruik 使われている

653 bang 怖い

654 hoge 高い

655 dijken 堤防

656 beschermen 保護する

657 lage 低い

658 houden (- tegen) 守る

659 tegen (houden -) ....に対して

660 slecht 悪い

661 weer 天気

662 ontstaat 生ずる、起こる

663 gevaar 危険

664 toen その時

665 liep (事態が) 進行してい
た、....にあった

LES 10-1

666 dokter 医者

667 huisarts ホームドクター

668 spreekuur 診察時間

669 telefonisch 電話で

670 afspraak 約束、アポイントメ
ント

671 maken (アポを) 取る

672 ziek 病気

673 bent ....である (一人称)

674 om (- te) ....するために

675 zorg 気をつける

676 ervoor そのために、その前
に

677 wacht 待つ

678 tot ....まで



© 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

LES 10-2

679 oog 眼

680 nek 首

681 hand 手

682 borst 胸

683 hart 心臓

684 neus 鼻

685 hals のど、首、うなじ

686 vinger 手の指

687 been 足

688 knie ひざ

689 mond 口

690 schouder 肩

691 rug 背中

692 voet 足 (くるぶしより下) 

693 pols 手首、脈

694 oor 耳

695 arm 腕

696 buik 腹

697 gebeld 電話した、ブザーが
鳴った

698 teen 足の指、つま先

699 koorts 熱

700 pijn 痛み

701 keel のど

702 een dag of drie 3日ほど

703 even ちょっと, 少し

704 onderzoeken 診察する

705 voelen 触る

706 kijken 見る

707 griep インフルエンザ、風
邪

708 flinke かなりの

709 blijft とどまる、....のま
までいる

710 voorlopig 当分、差し当たって

711 recept 処方箋

711a man 夫

712 hiermee これを持って

713 apotheek 薬局

714 haalt 取りに行く、持って
来る

715 medicijn 薬

716 helpt 助ける

717 tegen ....に対して

LES 10-3

718 hun 彼らの、彼女らの

719 last 厄介、問題、苦痛

720 vreemd 不思議、おかしい

721 nou 今や

722 oorzaken 原因

723 problemen 問題

724 bekend 知られている

725 zitten 座る

726 verkeerd 間違って  
(変な格好で)

727 fietst 自転車に乗る

728 tegenwoordig この頃、現在

729 doe (- aan) する

730 voldoende 十分に

731 aan (doe -) ....を

732 regelmatig 規則的に

733 sporten スポーツする

734 kans チャンス、可能性

735 ziekte 病気

736 leef 生活する

737 wél 正しく

738 gezond 健康的に

739 word ....になる

LES 11-1

740 koop 買う

741 alles 全部

742 want なぜなら

743 hoewel だけど

744 sluit 閉まる

745 terwijl ....の間

746 goed 良く

747 korting 値引き

LES 11-2

748 lijst リスト

749 schrijf 書く

750 stuk 切れ端、小片

751 papier 紙

752 voorkom 防ぐ

753 vergeet 忘れる
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754 kilo キロ

755 fles 瓶

756 olie オイル

757 witte 白い

758 broden パン

759 eieren 卵

760 frisdrank ソフトドリンク

761 enz. 等

762 anderhalve (=1,5) 1.5

763 paprika ピーマン

764 gekocht 買った

765 rode 赤い

766 gele 黄色の

767 verschillende 様々な、異なった

768 kleuren 色

769 houden (- van) 大好きである

770 kopen 買う

771 kleren 洋服

772 schoenen 靴

773 zulke そのような、このよ
うな

774 groot 大きい

775 warenhuis デパート、百貨店

776 betere より良い

777 kwaliteit 品質

778 goede 良い

LES 11-3

779 ligt eraan 時と場合によりけり

780 verschillend 異なる

781 appels りんご

782 waren ....だった  (zijnと
wezenの複数過去形)

783 soort 種類

784 harde 硬い

785 lekkerder よりおいしい

786 genoeg 十分

787 duurder より高い

788 goedkoper より安い

789 prijzen 値段

790 veranderen 変わる

791 liggen vast 固定されている

792 winkel 店

793 eens 一回

794 vergelijken 比べる

795 voordeliger よりお買い得

LES 12-1

796 postkantoor 郵便局

797 brief 手紙

798 versturen 送る

799 postzegels 切手

800 zware 重い

801 wegen 計る

802 weegt 計る

803 e-mailen Eメールを送る

804 makkelijker より簡単

805 verkopen 売る

806 krijgen 手に入れる

807 papieren 紙

808 daarvoor そのために

809 storten 振り込む、支払う

810 overmaken 送金する

811 eigen 自分の

812 opnemen 引き出す

813 pakje 小包

814 versturen 送る

815 terecht 正しい場所に(来る)

LES 12-2

816 helpen 助ける、手助けする

817 berichtje 通知、知らせ

818 pakketje 小包

819 moment 少々待って

820 openen (口座を) 開く

821 minimaal 最低

822 salaris 給与

823 formulier 申し込み用紙

824 aanvragen 申請する、申し込む

825 invullen 記入する

826 klaar 済んだ、終わった

LES 12-3

827 begrijp 理解する、わかる

828 beantwoordt 答える

829 enkele 幾つかの



© 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

830 algemene 一般的な、ありふれ
た

831 uzelf あなた自身

832 personen 人(々)

833 bankpas ピンパス

834 sparen 貯金する、貯める

835 speciale 特別な

836 persoonlijke 個人的な

837 gegevens 情報、データ

838 achternaam 苗字、姓

839 voornamen 名

840 geslacht 性別

841 huisnummer 番地

842 postcode 郵便番号

843 woonplaats 移住地

844 even (-kijken) ちょっと

845 kijken 見る、チェックする

846 ingevuld 記入した

847 bericht 知らせ

848 orde (in -) 順調、正常な状態

849 via [手段] ....によって

850 zo’n この様な

851 gratis タダ

852 fijn (それは) 良い、すば
らしい

853 tot ziens さようなら、また会
いましょう

LES 13-1

854 lopend 歩いている、走って
いる

855 fiets 自転車

856 tas バッグ

857 mee (neem -) 一緒に (持っていく)

858 bakker パン屋

859 slager 肉屋

860 draag 持つ、運ぶ

861 aardig かなり

862 vol 一杯

LES 13-2

863 metro メトロ、地下鉄

864 wijk 地区

865 nieuw 新しい

866 gedeelte 部分

867 straks もうすぐ

868 afstand 距離

869 mooi 美しい、気持のよい

870 rijden サイクリング

LES 13-3

871 vliegtuig 飛行機

872 ons 私達の

873 vertrek 出発する

874 aanwezig (その場に) 居る

875 bovendien その上

876 parkeren 駐車

877 probleem 問題、厄介

878 vanuit [場所]  ....から

879 nooit 決して.....ない

880 later 後で

881 komen (- ... aan) 着く

882 aan (komen ... -) ....に

883 sneller より速い

LES 13-4

884 kaartje 切符

885 OV-chipkaart OVチップカード

886 kaart カード

887 vertel 教えて

888 als volgt 以下の通り

889 stapt 乗車する

890 inchecken チェックインする

891 automaat 読み取り機, 自動販売
機

892 houdt かざす

893 uitchecken チェックアウトする

894 hoe (- ... hoe) ....すればするほど

895 verder (もっと)遠くに

896 reist 旅する、旅行する

897 los 別の（カード式でな
い）

898 loket 窓口
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LES 14-1

900 huurhuis 賃貸住宅

901 zoon 息子

902 studeert 勉強している

903 kamers 貸室、アパート

904 onze 私達の

905 flat アパート、フラット

906 oma おばあさん

907 oud 高齢

LES 14-2

908 3-kamerflat ....室からなるアパ
ート

909 2-kamerflats ....室からなるアパ
ート

910 lift エレベーター

911 omhoog 上に

912 verdiepingen 階、層

913 derde 三番目の

914 woning 家

915 door [場所]  ....を通っ
て

916 deur ドア

917 woonkamer 居間

918 badkamer 浴室

919 slaapkamer 寝室

920 slaapkamers 寝室

921 keuken キッチン

922 balkon バルコニー

LES 14-3

923 zij 彼ら/彼女ら

924 beneden 下

925 1e (= eerste) 一番目の、最初の  
(日本でいう二階)

926 etage 階

927 trap 階段

928 samen 一緒に

929 net ちょうど

930 huren (一緒に) 借りている

931 kamer 貸室、アパート

LES 15-1

932 zit (ある場所、状態に) 
いる、座る

933 basisschool 小学校

934 groep 学年

935 zitten いる

936 oudsten 一番年上の子供達

937 kleinsten 一番年下の子供達

938 spelen 遊ぶ

939 zingen 歌う

940 tekenen 絵を描く

941 oudere 年上の

942 leerlingen 生徒達

943 lezen 読む

944 schrijven 書く

945 rekenen 計算する

946 woensdagmiddag 水曜日の午後

947 vrij 自由、休み

948 brengt 連れて行く

949 zusje 小さい妹

950 crêche 保育所

951 halen 迎えに行く

LES 15-2

952 na ....の後

953 kiest 選ぶ

954 opleiding 教育、訓練

955 keuze 選択、チョイス

956 toets テスト

957 bepaalt 決める

958 resultaat 結果

959 kiezen 選択

960 sommige 幾人かの

961 direkt 即座に

962 beroep 職業

963 beroepsonderwijs 職業教育

964 vmbo 中等職業準備教育

965 anderen 他の人々

966 algemeen 一般的な、普通の

967 onderwijs 教育

968 havo 上級中等教育

969 vwo 大学入学準備教育

970 opleidingen 同上、複数
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971 volg (授業、学校を) 履修
する、ついていく

972 klas クラス

973 politieschool 警察学校

974 politieagent 警察官

LES 16-1

975 bedoelen 意味する、意図す
る、....のつもりで
言う

976 bepaald 明確な、はっきりし
た

977 dorp 村

978 dorpen 村

979 bestuur 行政、管理

980 trouwen 結婚する

981 gekregen 授かる、(子供が) 生
まれる

982 iemand 誰か

983 overleden 死ぬ

984 inwoners 住民

985 weten 知る

986 allerlei あらゆる、様々な

986a informatie 情報

987 huurwoning 賃貸住宅

988 waarvoor 何のために

LES 16-2

989 zorgt voor ....の世話をする、
取り計らう

990 woningen 住宅

991 cultuur 文化、教養

992 hulp 援助

993 sportclubs スポーツクラブ

994 afval ゴミ

995 allemaal 皆

996 gemeentelijke 市の、地方自治体の

997 belastingen 税金

998 politie 警察

999 brandweer 消防

1000 horen (- bij) ....に所属する

1001 burgemeester 市長

1002 daarvan その

1003 hoofd 頭 (かしら)

1004 samen (- met) (...と) 一緒に

1005 wethouders 市の助役達

1006 bestuurt 統治する、運営する

1007 gemeenteraad 市議会

1008 parlement 議会、国会

1009 raad 議員


