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No カタカナ語 簡単な意味

1 アイデンティティ
１、同一性・同一であること
２、本人であること
３、独自性

2 アウトプット ｢出力｣という基本的な意味と、｢結果・成果｣
3 アウトレット ｢出口・はけ口｣
4 アウトロー ｢無法者｣
5 アクティビティー ｢活動・活気・体を使っての遊び｣
6 アクティブ ｢活動的な・活動中の・活発な・積極的な｣
7 アグレッシブ ｢積極的・攻撃的｣
8 アサイン ｢割り当てる・任命する｣
9 アジェンダ ｢実行するための予定表・行動計画｣

10 アテンド ｢介添え（かいぞえ）｣　側に付き添って世話をする
11 アドオン ｢アプリケーションに後から組み込んで機能を追加するためのソフト
12 アドバンス 「前進・進歩」
13 アドバンテージ 「有利・利点・優越」
14 アナーキー ｢無政府・無秩序の状態であるさま｣
15 アニバーサリー ｢毎年の記念日・記念祭｣
16 アバンギャルド ｢新しい概念・先駆的な表現等を試みる｣
17 アプローチ ｢より近づく｣｢目的への近づき方・近づくための方法
18 アメイジング ｢驚くべき｣

19 アンセム
１、イギリス国教会での礼拝用合唱曲・賛美歌・頌歌（しょうか。神などを褒め
称える歌）
２、グループなどを代表する歌・定番の歌・集団などを祝い応援する歌

20 アンニュイ ｢けだるそうな、退屈そうな｣
21 イニシアティブ ｢主導権・先導する｣
22 イノセント ｢潔白な・純潔な・無邪気な｣
23 イノベーション ｢革新｣
24 イレギュラー ｢不規則・変則｣｢通常通りではなく例外であるさま｣
25 インスパイア ｢思想や感情などを吹き込む・吹き込まれる｣
26 インスピレーション ｢瞬間的に浮かんだ考え・直感的なひらめき。｣
27 インセンティブ ｢人のやる気を起こさせる刺激｣　やる気を起こさせる刺激のこと
28 インフィニティ ｢無限｣
29 インペリアル ｢皇帝の・最上級の｣
30 エキセントリック ｢様子や行動が普通ではない｣
31 エキゾチック ｢異国的｣
32 エクセレント ｢優秀な・優れた・最高に素晴らしい｣
33 エゴ ｢利己主義｣
34 エスカレーション ｢段階的な拡大｣
35 エトセトラ ｢その他いろいろ・等々・など｣
36 エナジー 「エネルギー」
37 エピローグ ｢終わりの言葉・部分｣
38 エモーショナル ｢感情的な・心を動かす（感動的な）｣
39 エンターテイメント ｢楽しませてくれるサービスや娯楽｣
40 オーガナイザー ｢組織者・主催者｣
41 オーセンティック ｢真正の・信頼できる｣｢正統・本格｣
42 オーソライズ ｢正統と認める、権限を与える｣
43 オーバーホール ｢分解等をしての総点検・整備｣
44 オブザーバー ｢発言権や議決権がない会議出席者（傍聴者）｣
45 オファー 「提示、申し込み、申し出」
46 オフレコ ｢公表しない」
47 オマージュ ｢敬意･尊敬｣
48 オムニバス ｢複数の個別の作品を一つにまとめて構成されたもの｣
49 オリエンテーション ｢新しい環境などに順応させるための教育｣
50 オルタナティブ ｢代案・二者択一｣
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No カタカナ語 簡単な意味
51 カオス ｢混沌（こんとん）・無秩序｣
52 カタルシス 「精神の浄化」
53 ガバナンス ｢統治｣

54 ガラケー
｢ガラパゴスケータイ｣｢日本独自仕様な携帯電話｣

55 カンスト ｢カウンターストップ｣、｢計数の停止｣
56 カンファレンス ｢会議・協議｣｢連盟・同盟｣
57 ギミック ｢からくり・仕掛け｣

58 キャプション
１、｢記事などの表題・見出し｣
２、｢写真や挿絵の説明文｣
３、｢映画などの字幕｣

59 ギャラクシー 「銀河」
60 キュレーション ｢収集して管理する、世話をする｣

61 クーデター
｢現在の政治体制を構成する一部の勢力が、非合法的な武力行使により政
権を奪う｣

62 クライシス
63 クラウド 「インターネット上（でデータの保存・提供等をするサービス）」

64 クリアランス
１、取り払う・片付ける（在庫一掃という意味でよく使われる）
２、隙間・余裕幅・間隔・空間

65 クレバー ｢利口な・賢い｣
66 グロス 「12ダース（144個）」｢総計｣
67 グローバル ｢世界的な｣｢世界規模｣
68 グローバルリンク ｢全世界を繋げる｣
69 クロニクル ｢年代記・偏年史｣
70 コア ｢核・芯・中心部｣｢妥協しない・徹底した・筋金入りの｣
71 コケティッシュ ｢女性の仕草等が男を誘うような、なまめかしい・色っぽいさま。｣
72 コミットメント ｢約束｣｢かかわり｣
73 コンスタンス ｢いつも変わらず一定｣
74 コンセプト ｢概念｣｢構想｣｢ある事物の概括的で大まかな意味内容｣
75 コンセンサス ｢複数の人による合意・意見の一致｣
76 コンテンツ ｢中身・内容物｣
77 コンピレーション ｢編集・編集物｣
78 ジーザス ｢イエス｣イエス・キリストの事
79 ジェネラル ｢一般の・全体の｣｢将軍・総督など全体の指揮をする人｣
80 シック ｢上品で粋なさま・あか抜けしているさま｣
81 シニカル ｢皮肉な・冷笑・あざ笑う｣
82 シビア ｢要求や条件がとても厳しい・過酷｣

83 シュール

表現や発想が非日常的・超現実的であるさま。
１：｢まだ起こっていないけどありえ過ぎて怖い（シュールなギャグ）｣
２：｢現実をありえないことで皮肉したさま（シュールな表現）｣
３：｢実際に起きているが、非日常的な光景（シュールな光景）｣

84 ジレンマ ｢二つの相反する事柄で板挟みになる
85 シンパシー ｢共感・同感・同情・共鳴｣
86 スーパーバイザー ｢監督者・管理者｣
87 スキーム ｢枠組みをもった計画｣
88 スタイリッシュ ｢流行に合っているさま｣｢粋な・スマートな｣
89 スタンス ｢姿勢・態度・立場｣
90 ステータス ｢社会的地位や身分・またはそれを表すもの｣｢状態｣
91 ストイック ｢克己的・禁欲的｣
92 ストラテジー ｢戦略・目的を達成するための大枠の計画｣
93 スピンオフ 「組織を飛び出し独立した組織を作る」
94 スペック ｢仕様（機械等の構造や性能など）｣

95 スマート
｢物や体が細くてかっこいい｣｢無駄がなく手際が良い｣
｢服装などが洗練されている｣｢ハイテク（先端技術）である｣

96 スマートフォン パソコンの機能を盛り込んだ携帯電話
97 スメハラ ｢スメルハラスメント｣｢臭いによって他人に不快感を与えること｣
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No カタカナ語 簡単な意味
98 セオリー ｢理論・方法論｣
99 センシティブ 「感覚が敏感な、感じやすいさま、鋭敏」、「微妙で慎重を要するさま」

100 センセーショナル ｢人々の関心を強く惹くさま｣
101 センター 「中心・真ん中」「総合的な機能を集めた中心的役割となる機関や施設」
102 センチメンタル ｢感じやすく、涙もろいさま｣｢感傷的（かんしょうてき）｣
103 センテンス ｢文（句点によって分けられた一続きの言葉）｣

104 ソリューション
｢問題等の解決・解決策・解答｣｢問題の解決となるシステムやサービス・担
当｣

105 ダークサイド ｢暗黒面｣
106 タイト ｢密でぴったり・きつい様｣
107 チート ｢ゲーム等を不正に改造する｣
108 チュートリアル ｢個別指導｣
109 ディスコン 製造中止・販売中止・サービス中止
110 ディテール ｢全体に対する細かい部分、細部｣

111 ディレクション
１、監督・指揮
２、方向・方角
３、傾向・動向

112 テーゼ・アンチテーゼ 「定立（ある問題についての肯定的な主張。またはその判断・命題）」
113 デジャブ 「一度も見たことがないのに、以前に見たことのように感じる」
114 デフォルト ｢初期設定｣｢借金の返済が不能になったこと（債務不履行　｢さいむふりこう｣）｣
115 デフォルメ ｢絵画や彫刻などで、対象を変形して表現すること｣
116 デリカシー ｢感情、心配りなどが繊細（せんさい）なさま｣

117 テロップ
｢テレビ画面にカメラ画像以外を表示させる装置、またはその文字などの表示
物（主に補足説明や追加情報として使われる）｣

118 トピックス ｢話題｣

119 トライアル
１：試み・試行　２：競技等の予選
３：競技等の試技　４：オートバイレースの障害走競技

120 トライバル ｢民族・部族的な｣
121 ドラスティック ｢やり方が抜本的で、思い切ったものであるさま｣
122 ドラフト ・人を選抜する・下書き・設計図・通気、すきま風・たる抜き

123 トランジット
｢通過・通行｣
｢目的国へ行く途中で他国の空港に立ち寄ること・またはその乗客｣

124 トレードオフ
｢離れる取り引き｣｢２つのうち一つを得ようとすると、もう一つは手に入らな
い｣、｢両立しない関係・相反関係｣

125 トレンディー ｢流行の先端をいくさま｣

126 トワイライト
１：日の出前や日没後の薄明かり
２：照明等の微光
３：たそがれ（人生の盛りを過ぎた年代）

127 ナーバス 「神経質な・神経が過敏な、またはその状態」

128 ナイーブ
｢飾り気がなく素直なさま・単純過ぎるさま｣｢純粋で傷つきやすいさま・感じや
すく繊細なさま｣

129 ナンセンス ｢意味が無いこと。馬鹿げていること。またそのさま。｣

130 ニアミス

｢近付く失敗｣
航空用語：飛行機同士が空で接触しそうになるほど接近する（異常接近）。
軍事用語：至近弾、近接弾着。
ビジネス用語：ミスになるあと一歩のところ（ヒヤリハット）。一般：近づけたら
いけないものを近づける、または近づいてしまったもの。

131 ニッチ 「隙間（すきま）」
132 ニヒル ｢虚無的（人生などをむなしいものであると考えているさま）｣

133 ニュアンス
｢本質は同じだけど微妙な雰囲気の違い｣
｢見えない何かを感じるさま｣
｢雰囲気から感じられる味わい｣

134 ニュートラル ｢中立的｣
135 ニンテンドー「ＤＳ」 「デュアルスクリーン（Dual Screen）」
136 ネック ｢物事の障害となっている事柄｣
137 ノウハウ 「専門的な技術、手法、情報、経験」
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138 ノスタルジー ｢離れた故郷を懐かしく思う気持ち。｣
139 ノスタルジック ｢故郷・遠い昔などを懐かしく感じるさま｣
140 ノマド ｢遊牧民｣｢定まったところに住まず・仕事をせず、転々とする｣
141 ノワール ｢黒・ブラックな｣
142 バーゲン 「安売り、特売・特価」
143 バイアス ｢先入観・偏見・偏り・傾向｣
144 パイオニア ｢開拓者・先駆者｣
145 ハイブリッド ｢異なるものを混ぜ合わせたもの｣｢雑種｣
146 ハイライト ｢絵画や写真などで、最も明るい部分」｢出来事などで最も興味をそそる部分｣
147 バイラル ｢ウイルス性の｣
148 ハザードマップ ｢災害の被害等の予測表わした地図｣
149 バジェット ｢予算｣｢低予算の｣

150 パトロン
｢後援者（資金等を提供する人など。）｣｢女性にお金を出して援助する人（愛
人を作る男性・下心があって援助など。）｣

151 ハニートラップ 「甘い罠」「女性が色気を使い男を利用する（罠にかける）」
152 パラダイム ｢現在の時代・分野において絶対的な規範とされている考え方｣
153 パラドックス ｢逆説｣
154 パラノイア 「偏執病・妄想症」
155 ハレルヤ 「主をほめたたえよ」
156 ハレーション 「強い光が当たった部分の周囲が白くぼやけて写る現象」
157 ファクター ｢要素・要因｣
158 ファンタスティック 「幻想的・空想的な、またはそのような様子で素敵な」

159 フィードバック
｢帰還｣｢出力したもの（結果）を次の活用・調整のために入力側に戻す｣｢ユー
ザーから得た意見、またはその意見を製造元等に伝える｣

160 フィクサー ｢事件の調停やもみ消しをして報酬を得る人｣
161 フィジカル ｢肉体的・物理的｣

162 フェミニスト
｢女性に対する差別や不平等の解消を唱える人（主に女性）｣
｢女性を大切に扱う男性｣

163 フォーマット 「形式・構成」「初期化」
164 ブッキング ｢記帳・予約・契約｣
165 プライオリティ ｢優先する・優先事項・優先権｣

166 プライスレス
｢お金では買えない（値段が付けられない）ほど極めて価値があるもの｣

167 ブラッシュアップ ｢磨き上げる｣という意味になります
168 ブラフ ｢はったり｣
169 フランク ｢気取らないさま・ざっくばらんなさま｣
170 ブランディング ｢ブランドを構築・価値を高めるための活動｣
171 ブリーフィング ｢簡単な報告・指令｣｢背景・状況の説明｣
172 プリズン 「刑務所、拘置所」
173 ブレーン ｢政治家等の相談役を務める専門家などのグループ｣
174 プレゼンス ｢存在・存在感｣
175 プレゼンツ ｢贈呈・提供する｣
176 プレミアム ｢上等・上質」｢正規の料金の上に加えられる割増金｣
177 プロセス ｢過程・手順｣

178 プロパー
１、固有の、正規の
２、適切な・ふさわしい
３、固有の人、正規の人

179 プロパガンダ ｢特定の考えを押しつけるための宣伝｣
180 ヘイトスピーチ 「公の場での憎悪を表す演説や発言（憎悪表現）」
181 ベクトル ｢物事の向かう方向と勢い｣
182 ベネフィット ｢利益・恩恵｣｢慈善事業｣
183 ペルソナ 「人・人格」｢登場人物｣
184 ベンダー ｢売り手・販売会社｣
185 ペンディング ｢保留｣
186 ボキャブラリー ｢語彙（ごい）｣｢ある限られた中での、単語の総体｣
187 ポテンシャル ｢潜在的な力｣
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カタカナ語

No カタカナ語 簡単な意味
188 ポリシー ｢方針｣
189 マーベラス ｢（とても）驚くべき・素晴らしい｣
190 マイノリティ ｢（多数に対しての）少数・少数派｣
191 マイルストーン ｢各作業工程の節目（目標完了の計画日時など）｣
192 マスト ｢必須（絶対に必要なもの）・絶対にやるべきもの｣
193 マネジメント ｢上手に発展させるべく管理をすること・経営者｣
194 マンパワー 「労働力（人員）、投入できる人的資源」
195 ミーハー ｢流行に左右され軽く飛びつく人。｣

196
ミニ プチ スモール リ
トル

「とても小さい・小型の」

197 メタモルフォーゼ ｢変態・変身・一変する・させる｣
198 メランコリック ｢憂鬱な｣
199 メリークリスマス ｢楽しいクリスマスを！｣
200 メルシー フランス語の｢ありがとう｣
201 モダン ｢現代的な・近代的な｣

202 モチーフ
１、動機、主題（制作にあたっての題材となったもの）
２．主な模様や飾り

203 モチベーション ｢動機付け｣｢意欲・やる気｣
204 モットー ｢行動の目標・指針となる事柄・言葉｣
205 モラトリアム ｢肉体的には大人ではあるが、社会的義務や責任を課せられない猶予の期間｣
206 モラル 「道徳・倫理」
207 ユーティリティ 「役に立つもの・有用」
208 ユビキタス ｢ネットワーク等が偏在し、かつ誰でも使える環境や技術｣
209 ラインナップ ｢立ち並ぶ・整列｣｢顔ぶれ・陣容｣
210 ララバイ ｢子守歌｣
211 ランデブー ｢恋人同士が会うこと｣｢待ち合わせをして会う（人と会う約束をする）｣
212 リーガル 「法律に関する、法律上の、合法的な、適法の、」
213 リーク ｢秘密や情報を意図的に漏らす｣｢水などが漏れる｣
214 リーズナブル ｢合理的な｣｢価格が手ごろ・妥当｣
215 リキッド ｢液体・液体の｣｢流動体の・流動性の｣
216 リクライニング ｢もたれる、横たわる、後ろに倒す｣
217 リクルート ｢企業などが人員を募集すること」｢学生などの就職活動｣
218 リスクヘッジ ｢危険回避・損失回避｣
219 リスペクト ｢敬意を表す・尊敬する｣
220 リテラシー ｢読み書き能力。また、与えられた材料を理解し活用する能力｣

221 リノベーション
｢既存の建物の改修・設備追加等を行い、元々は無かった価値を追加す

ること。｣
222 リファレンス ｢参照・照会・照合｣
223 リフレイン ｢節の終わりなどに入れる同一の詩やメロディーの繰り返し｣
224 リマインド ｢思い出させる｣
225 リリース ｢放つ・離す｣
226 リリカル ｢叙情的（抒情的）であるさま｣
227 レガシー ｢遺産｣
228 レギュレーション ｢規則・規制｣
229 レコメンド 「勧める、推薦・推奨する」
230 レジェンド ｢伝説｣
231 レジュメ ｢要点だけをまとめたもの」｢履歴書｣
232 レスポンス ｢応答・反応｣
233 レセプション 「来賓を公式に歓迎するために催す宴会・歓迎会」
234 レゾンデートル ｢存在価値・存在理由｣
235 レビュー ｢再調査・再検討・再吟味・振り返って見る｣｢評論・批評｣

236 ロイヤリティ
特定の権利を利用する際に権利を持つ者に支払う対価のことで、
 印税や特許権使用料などの意味です。

237 ロジカル ｢論理｣
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238 ワークショプ

｢作業場・仕事場｣
｢専門家の助言を得ながら問題解決・知識向上を目指す小規模な研究集会｣
｢自主的に集まり活動し、新しいものを作り出す場｣
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