
True Japan Keywords 600 日英対訳集 第 1 集「暮らしと観光編」 

テーマリスト 

＜地理・観光①＞                      

1 伊勢神宮／2 日光東照宮／3 円覚寺／4 鶴岡八幡宮／5 鎌倉大仏／6 平等院鳳凰堂／ 

7 宮島（厳島神社）／8 春日大社／9 二荒山神社／10 正倉院／11 善光寺／12 明治神宮／

13 靖国神社／14 日本の城の種類／15 姫路城／16 五稜郭／17 日本庭園／18 兼六園／

19 後楽園／20 新宿御苑／21 札幌／22 高山／23 平泉／24 松島／25 築地／26 東京／ 

27 銀座／28 日本橋／29 月島／30 原宿／31 お台場／32 両国／33 六本木／ 

34 秋葉原／35 上野／36 神楽坂／37 表参道／38 青山／39 浅草／40 谷中／41 新宿／

42 箱根／43 鎌倉／44 名古屋／45 白川郷／46 上高地／47 金沢／ 

48 種子島 (H2Aロケット)／49 温泉／50 地獄谷温泉／51 ウポポイ／52 旭山動物園／ 

53 東京国立博物館／54 国立西洋美術館／55 足立美術館／56 箱根彫刻の森美術館／ 

57 東京スカイツリー／58 東京タワー／59 東京ミッドタウン／60 豊洲市場／ 

61 東京都庁／62 国会議事堂／63 皇居／64 原爆ドーム／65 ラムサール条約／ 

66 ゴールデンルート／67 芦ノ湖／68 琵琶湖／69 隅田川／70 富士山／71 高尾山／ 

72 日本アルプス／73 日本でおすすめのスキーリゾート／74 日本の国立公園／ 

75 日本の世界遺産／76 日本三景／ 

 

＜交通＞                          

77 新幹線／78 リニア中央新幹線／79 北海道新幹線／80 地下鉄／81 駅の自動改札／ 

82 ICカード／83 女性専用車両／84 優先席／85 点字ブロック／86 東京国際空港／ 

87 渋谷スクランブル交差点／88 立山黒部アルペンル－ト／89 シェアサイクル／ 

90 人力車／91 中山道／92 東海道五十三次／ 

 

＜歴史＞                          

93 縄文遺跡／94 古墳／95 天皇制度／96 年号／97 法隆寺／98 源氏物語／ 

99 戦国武将／100 将軍と天皇／101 江戸／102 侍／103 参勤交代／104 関所／ 

105 江戸時代の身分制度／106 江戸城／107 江戸東京博物館／108 鎖国／ 

109 潜伏キリシタン／110 黒船／111 新撰組／112 幕末から明治にかけて／ 

113 明治の産業革命遺産／114 明治維新／115 アイヌ民族／116 天照大神／117 卑弥呼／ 

118 聖徳太子／119 葛飾北斎／120 徳川家康／121 徳川慶喜／ 

122 フランシスコ・ザビエル／123 渋沢栄一／124 津田梅子／125 北里柴三郎／ 

126 野口英世／ 

 



＜宗教＞                         

127 日本の宗教／128 神社とお寺／129 神仏習合／130 神棚／131 仏壇／132 お賽銭／

133 初詣／134 おみくじ／135 お守り／136 絵馬／137 灯籠／138 鳥居／ 

139 お祓い（お清め）／140 神楽／141 ご神木／142 しめ縄／143 神輿／144 縁日／ 

145 神道／146 神社／147 本殿・拝殿／148 神主／149 巫女／150 七福神／ 

151 天神信仰／152 仏教／153 山門（三門）／154 五重塔／155 僧侶／156 仏像／ 

157 仏像の種類／158 如来／159 菩薩／160 観音菩薩／161 地蔵／162 明王／ 

163 四天王／164 厄年／165 悟り／166 禅宗／167 密教／ 

168 お遍路・四国 88か所巡礼／169 御朱印／170 山岳信仰／ 

 

＜暮らしと建築＞                     

171 重要伝統的建造物群保存地区／172 鬼瓦／173 書院造り／174 合掌造り／ 

175 権現造り／176 大名庭園／177 浄土庭園／178 枯山水（庭園）／179 茶室／ 

180 掛け軸／181 のれん／182 提灯／183 襖／184 玄関／185 欄間／186 障子／ 

187 屏風／188 座布団／189 こたつ／190 畳／191 床の間／192 箸／193 布団／ 

194 風鈴／195 うちわ・扇子／196 手拭い／197 漆・漆器／198 陶磁器／199 結婚式／ 

200 漢字・カタカナ・ひらがな／201 昔の遊び／202 新緑／203 梅雨／204 台風／ 

205 日本の地理と気候／206 日本の野生生物／207 宅配便／208 日本の風呂／ 

209 露天風呂／210 足湯／211 銭湯／212 スーパー銭湯／213 カプセルホテル／ 

214 マンション／215 温水洗浄機能付き便座／216 日本の住宅事情／217 電柱／ 

 

＜大都市の暮らし＞                    

218 お受験／219 サラリーマン／220 割り勘／221 シェアオフィス／222 時差通勤／ 

223 通勤電車／224 満員電車／225 働き方改革／226 女性の社会進出／ 

227 日本の雇用形態／228 一極集中／229 単身赴任／230 分散登校／231 学童保育／ 

232 待機児童問題／233 避難訓練／234 防災の日／235 非常食／236 計画運休／ 

237 高齢化／238 地価／239 資源とリサイクル／240 太陽光発電／ 

 

以上 


