
にほんご
（ひらがな・かたかな）

日本語
（漢字と仮名）

カレンご
（カレン語）

えいご
（英語）

ページ

あ あいさつ 挨拶 w>qX*hRqX0g greetings 1-1

アイスクリーム ud.xHck.zD ice cream 5-14

アイスコーヒー cDzH.xHck. iced coffee 5-12

あいずします
（あいずする）

合図します
（合図する）

w>yeD. give a signal, make a sign 12-8

あいます 会います  td.zSd. meet 7-4

アイロン w>uH;nmtx;ud> cloths iron 4-17

アイロンだい x;ud>pD> ironing board 4-17

あお 青 tvGJ>vgtJ; blue 1-16

あか 赤 tvGJ>*DR red 1-16

あかちゃん 赤ちゃん zdo.qH; baby 2-5

あがります（あがる）
上がります
（上がる）

vJRxD. go up 7-9

あかるい 明るい  uyDR light 16-3

あき 秋  w>*d>xD.oDuwD> autumn 1-12

アクセサリー w>u,Xu,JtyD;tvD accessory 6-6

あけます（あける） 開けます（開ける） open 7-8

あげます（あげる） give,present 7-8,15-5

あげます
（あげる）

揚げます
（揚げる）

qJ;odtD.w> fry 7-7

あご 顎 c. chin 10-4

あさ 朝 *DRcD morning 1-9

あさい 浅い  'D. shallow 16-5

あさごはん 朝ご飯 *DRw>tD. breakfast 5-9

あさって cJwqh. the day after tomorrow 1-11

あさの　かい 朝の会 *DRcDw>td.zSd. morning meeting 13－8

あし 足 cD.v. foot 10-1

あしくび 足首 cD.urJm ankle 10-3

あした 明日 cJrk>qh. tomorrow 1-11

あじのもと 味の素
w>qXurl.

(w>t&D>vXt,DRtbs.)

Ajinomoto (artificial

flavouring)
5-7

あせ 汗 uyXR sweat 10-5

あそびば 遊び場 w>vdmuGJysD playground 8-13

あそびます（あそぶ） 遊びます（遊ぶ） vdmuGJ play 7-2

あたたかい 温かい、暖かい uvXR warm 1-12,5-17

あたためます（あたためる） 温めます（温める） rRud>xD. warm up, heat up 5-16

さくいん（索引）：あいうえおじゅん（あいうえお順）



あたま 頭 cd. head 10-1

あたらしい 新しい  toD new 16-1

あつい 暑い vXR<ud> Warm, hot 1-12

あつい 熱い ud> hot 5-17,16-2

あつい 厚い  wD. thick 16-5

あつかん hot Japanese Sake 5-13

あっています
（あっている）

合っています
（合っている）

b . be right 13-20

あつめます
（あつめる）

集めます
（集める）

xXzSd.0mzSd. collect 13-20

あなあけパンチ 穴開けパンチ x;ysHm hollow punch 3-4

アナウンサー ySRbd;b.oh.ngw> announcer 12-3

あに 兄 elder brother (one's own) 2-2 

あね 姉 elder sister (one's own) 2-2

アパート [H.'X;zSd. apartment house 8-22

あびます（あびる） 浴びます（浴びる） vlb.pD.< vk.xH
pour (water) over, have (a

shower)
7-2

あぶない 危ない vDRb.,d. dangerous
8-28, 12-6,
16-6

あぶないから はいっては
いけません

危ないから
入っては
いけません

wb.vJREkmb.< rh>vXw>M.w

ylRzJs;b.I

Don’t go in, because it’s not

safe.
8-28,12-14

あぶら 油 od oil 5-6

あまい 甘い qX sweet 5-17

あまぐ 雨具 qhuR'Do'Xrlcd.xH rain gear 13-22

あめ 雨 w>[JplR rain 1-5

あめ 飴 w>qXud.vd. candy 5-14

あやまります（あやまる） 謝ります（謝る） Chun; apologize 15-2

あらいます（あらう） 洗います（洗う） q+.w>< ohw> wash 7-2

ありがとうございました w>bsK;'d.r;vDRI Thank you very much. 12-4

ありがとうございます w>bsK;'d.r;vDRI Thank you very much. 1-2

あります（ある） vXM.td.'D; There is 1-18

あるきます（あるく） 歩きます（歩く） [; walk 7-4

アルバイト e.&H.cDz;w>rR part time job 12-11

アルバム photo album 4-10

アレルギー oGH.wzd;vdm allergy 10-17

あんぜん 安全 w>ylRzsJ; safety 12-8

あんぜんかくにん 安全確認 w>rRvDRwH>w>ylRzJs; safety confirmation 12-15

あんぜんぐつ 安全靴 cD.zH;zsD.usR safety shoes 12-13

あんぜんつうろ 安全通路 w>ylRzsJ;tusJbX.pXR safety aisle 12-15



あんないします
（あんないする）

案内します
（案内する）

[H;pkeJ.usJ guide, conduct 15-3

あんないじょ 案内所 w>*h>w>usdRw>upD.t0JR'X; information office 8-7

あんパン
Japanese pastery

containing sweet soy bean

jam

5-14

い い 胃 uzk stomach 10-4

いいですか
May I?　Is that OK with

you?
1-4

いえ 家 [H. (vD>td.vD>qd;) house (home) 4-1 

いえを　たてます
（いえを　たてる）

家を建てます
（家を建てる）

bSD[H. build a house 9-4

いか uhrd. squid 5-5

いカメラ 胃カメラ uzkw>'dw>*DR'X gastric camera 10-16

いきます（いきる） 生きます（行きる） td.qd; live 10-10,15-1

いきます（いく） 行きます（行く） vJR go 7-5

いくつ qH;tgvJ.I how many 1-14

いくらですか xJvJ.I How much? 8-23

いけ 池 ed.zd pond 9-3

いけばな 生け花 w>uwJmuwDRzD flower arrangement 14-4

いご 囲碁 udw>vdmuGJ game of Go 14-4

いざかや 居酒屋
tH.phu.,.

(ySR,y.zdtoH;us;)

Izakaya (Japanese style

pub)
8-26

いし 石 vX> stone 9-4

いしゃ 医者 uoH.o&. doctor 12-1

いす 椅子 vD>qh.eDR chair 3-2,13－6

いすの　うえ 椅子の上 vXvD>qh.eDRtzDcd. on the chair 1-18

いすの　した 椅子の下 vXvD>qh.eDRtzDvm under the chair 1-18

いそがしい 忙しい vXtw>rRtg busy 12-6、16-4

いそぎます（いそぐ） 急ぎます（急ぐ） ypk>ywhR hurry 7-3

いたい 痛い vXtqg'd.r;< qg painful, sore 10-6

いただきます tD.oud; Let’s eat! 5-16

いただきます（いただく） tD. (vXw>,l;,D.ymuJtylR) eat （humble) 5-16

いためます（いためる） 炒めます（炒める） cGJ.odtD.w> stir-fry (cook) 7-7

いち 一 wX one 1-6

いちえん 一円 w,J(e) one yen 1-13

いちおく 一億 tuuGJ>wu,R one hundred million 1-7

いちがつ 一月 vg,ElRtg&HR January 1-10

いちご 苺 p}xDbJ.&H.o. strawberry 5-1

いちじ 一時 we.&H. one o’clock 1-8

いちじく fig 5-2



いちじていし 一時停止 ywkmwpd>wvD> temporary stop 8-31

いちについて、よーい、ドン
位置について、
よーい、ドン

td.zJew>ymyeD.tvD>I

uwDRxD.o;I vJR
On your mark. Get set. Go! 13-15

いちまい 一枚 = wubsH; one sheet of ~ 1-14

いちまん 一万 wuv; ten thousand 1-7

いちまんえん 一万円 wuv;,J(e) ten thousand yen 1-13

いちょうやく 胃腸薬 uoH.vXw>tD.usdRt*D> gastrointestinal drugs 10-9

いつ tcgzJvJ. when 1-11

いつか 五日 vgxD.,J>oD fifth day of the month 1-10

いっかい 一階 tcD.xH;wq firsth floor 1-15,8-19

いっこだて 一戸建て [H.zdCDzdw'l.t[H. single-family house 8-19

いっちょう 一兆 -xhRv,X.< tuuGJ>wuuGJ> trillion 1-7

いつつ 五つ ,J> five ~ 1-14

いってきます 行ってきます ,uvJRcJtHRvDRI I’m going now. 1-3

いってらっしゃい 行ってらっしゃい xH.vdmo;vXcHI Take care, see you later. 1-3

いっぽうつうこう 一方通行 usJwbdw>vJRw>uhR one-way traffic 8-30

いっぽん 一本 wbd (w>vXtbdz;xDwz.)
one piece (long cylindrical

things)
1-14

いと 糸 ysHR string 13-18,4-17

いど 井戸 xHylR< xHursX well 9-4

いとこ wcGg cousin 2-2、Ⅱ-3

いなか 田舎 cdcd.w>vD> countryside 9-5

いなりずし いなり寿司 Inarizushi 5-11

いぬ 犬 xGH. dog 9-8

いのちづな 命綱 ysHRrl (ysHRvXtrRylRzsJ;o;orl) lifeline (safety rope) 12-13

いま 居間 wrSHR'X; living room 4-1

います（いる） rh> (w>[JymzsgxD.o;) be (presence) 1-18

いもうと（さん） 妹 yk>ydmrk. younger sister 2-2

イヤリング e>'H; earrings 6-6

いらっしゃい wl>vdmrkmeRvDR< ,b.rRpXReR{gI Welcome, may I help you? 8-23

いらっしゃいませ wl>vdmrkmeRvDR< ,b.rRpXReR{gI Welcome, may I help you? 8-24

いりぐち 入り口 usJvJREkm entrance 3-5,8-28

いれます（いれる） 入れます（入れる） xXEkm< 'XEkm put in 7-8

いろ 色 w>tvGJ> color 1-16

いろえんぴつ 色鉛筆 color pensil 3-3

いわ 岩 vX>{dRvh{dR rock 9-5

いわいます（いわう） 祝います（祝う） celebrate 15-1

いん 印 (eD>up>'.0J)w>pJyeD. (personal) seal 4-10



いんかん 印鑑 (eD>up>'.0J)w>pJyeD. (personal) seal 8-9

いんげん bDb.o.wuvkm kidney beans 5-4

インスタントしょくひん インスタント食品 w>tD.Ch instant food products 5-8

インフルエンザ wd;uUw>qg the flu, influenza 10-9

う ウィスキー oH; whiskey 5-13

うえ 上 on, above 1-18

ウェイトレス ySRuG>w>tD.rk. waitress 12-2

うえき 植木 u&X>toh.xl. garden tree 4-10

うかい 迂回 usJvXtvJRouUR detour 8-30

うけつけ 受付 w>wl>vdmpD>eDRcd. reception desk
3-5,10-13,
12-8

うさぎごや うさぎ小屋 y'JtuydR Rabbit hutch 13－5

うし 牛 *DRzH;< usD> cow 9-8

うすい 薄い bl< CJR thin 16-5

うたいます（うたう） 歌います（歌う） o;0H.w>,，o;0H. sing
7-4,9-4,
13-18

うたを　うたいます
（うたを　うたう）

歌を　歌います
（歌を　歌う）

o;0H.w>,，o;0H. sing 7-4

うちゅうひこうし 宇宙飛行士 ySRrlysDzd astronaut 12-2

うちわ p;cdeD.0H>uok. paper fan 4-10

うつくしい 美しい vXtCHvR beautiful 16-7

うで 腕 pk'k.wDR arm 10-1

うどん
tl>'D

(,y.tcDeDvXw>rRtDR'D;bkuFL.)

Udon (Japanese wheat

noodle)
5-10

うま 馬 uoh. horse 9-8

うまれます（うまれる）
生まれます
（生まれる）

td.zsJ. be born 15-1

うみ 海 yD.vJ. sea 9-5

うめぼし 梅干し ,lrh>bd%SH. (,y.xHrd>wdRo.qH.)
Umeboshi (Japanese

pickled plums)
5-7

うりば 売り場 w>qgvDRw>zdw>vHRtyORtuxX sales floor 8-23

うります（うる） 売ります（売る） qgw> sell 8-24

うるさい vXtoD.toJ< vXtvDRo;thM noisy, annoying 16-6

うれしい 嬉しい happy, joyful 16-7

うわぎ 上着 qhuFJ;uJ; jacket 6-3

うわっぱり 上っ張り qhuRz;xD smock 13-24

うわばき 上履き [H.ylRcD.zH; indoor shoes 13－7

うわばきいれ 上履き入れ bag of indoor shoes 13-7

うんち [;CX poo-poo 10-5

うんちんひょう 運賃表 table of railroad fares 8-6

うんてい 運艇 wdRx;cD overhead ladder 13－5



うんてんします
（うんてんする）

運転します
（運転する）

eD. drive 8-17,12-9

うんてんしゅ 運転手 ySReD.odvh. driver 8-4,12-1

うんどうかい 運動会 w>vdmcd.vdmuGJtw>td.zSd. field day, sports day
13-22,
14-3

うんどうぐつ 運動靴 w>vdmcd.vdmuGJtcD.zH; sports shoes 6-6

うんどうじょう 運動場 w>vdmuGJysD playground 13－5

え え 絵 w>*DR picture 13-16

エアコン uvHRck.'X air conditioner 3-6,4-16

エアメールようふうとう エアメール用封筒 vHm'XvXw>qSXvHmvXubD,lRt*D> envelope for airmail 8-8

エアログラム エアログラム
vHmy&XCkm'D;t'XvXw>qSXvHmvXu

bD,lRt*D>
aerogram 8-9

えいがかん 映画館 w>'k;eJ.w>*DRrl'X; movie theater 8-12

えいぎょうちゅう 営業中 td;xD.vXrk>0JRw>rRt*D> open for business 8-29

えき 駅 oM station 8-4

えきいん 駅員 oMtySRrRw>zd station employee 8-4,12-2

エスカレーター pJ;CDoGg escalator 8-19

Sサイズ tqH; (S) small size 6-4

エステ esthetics 8-27

エステサロン esthetics salon 8-27

えだ 枝 t'ht-w> branch 9-5

えのき hackberry 5-4

えのぐ 絵の具 uoH.cJ. paints, color 13-16

えはがき 絵葉書 w>*DRvHmuhwD. picture postcard 8-8

えび o'D.udR prawn 5-5

Mサイズ t*D>rm (M) Medium size 6-4

ATM ATM 8-9

エプロン エプロン ,.w'D apron 13-18

えらびます（えらぶ） 選びます（選ぶ） CkxX choose 15-3

えり 襟 qhuRudmv. collar 6-3

Lサイズ t'd.uwX> (L) large size 6-4

エレベーター pJ;pdmxD.w> elevator 8-6、8-19

えんじ 園児 wDRbsDuFdzdo. kindergarten children 13-1

えんそく 遠足 w>[;uG>uDw> excursion 13-22

えんとつ 煙突 rh.tlysD< rh.vk>ysdm chimney 8-15

えんぴつ 鉛筆 pX>bd pencil 3-3

えんぴつけずり 鉛筆削り w>oGJ.pX>bd pencil sharpener 3-4

えんりょします
（えんりょする）

遠慮します
（遠慮する）

ymuDRw><

qdurd.M>w>vXySRtg*Rt*D>

reserve, consideration for

others
15-3



お おいこしきんし 追い越し禁止 wb.vJRbsDtrJmngb. NO OVERTAKING 8-31

おいしい 美味しい vXt0H.tbJ< 0H.bJ delicious, tasty 5-17

おいしゃさん お医者さん uoH.o&. Doctor(honorific) 10-14,12-1

おうえん 応援 ud;yol[h.*H>[h.bg< qD.xGJrRpXR cheering, support 13-22

おうだんきんし 横断禁止
wb.vJRcD*mb.

(ySRvX[;vXtcD.)
No crossing (pedestrians) 8-30

おうだんほどう 横断歩道 cD.usJcD pedestrian crossing 8-14,8-30

おうふくはがき 往復葉書 w>qSXuhRvHmy&Xtc;uh return mail card 8-8

おえかき お絵かき zdo.tw>*DRcJ.
children”s drawing ,

painting
13-24

おおあめ 大雨 rlcd.plRz;'d.Aw>plRz;'d. heavy rain/downpour 9-6

おおい 多い tgtg*D>*D> many 16-3

おおきい 大きい 'd. big 16-1

おおそうじ 大掃除 w>rRuqSD[H.uvkmuvkm general housecleaning 14-3

オートバイ odvh.,D> motorcycle 8-17

オーブン z.uGm oven 4-7

おおみそか 大晦日 eH.qJ;qX< eH.usd; New Year’s Eve 14-3

おおもり 大盛り w>vk>tD.vk>tDz;'d. large serving 5-11

おか 丘 w>vl> hill 9-4

おかあさん お母さん rdrdd< rd> mom, mother 2-3,9-4

おかえりなさい お帰りなさい w>wl>vdmrkmql[H.I Welcome home. 1-3

おかげさまで pH;bsK;eRvDR< vXw>bl.wD>*hRtylR =
Thanks to you, fortunately

~
1-2

おかし お菓子 ud.qXwz.< w>qXud.vd.wz. confectionery, sweets 5-14

おかず w>tD.cG;zdvXcG;z;'d.uyRwz. side dishes 5-18

おかね お金 usd.{dRph{dR money 1-13

おかねを　あずけます
（おかねを　あずける）

お金を預けます
（お金を預ける）

 'XEkmphvXphwX;ylR (ph) deposit (money) 8-9

おかねを　おろします
（おかねを　おろす）

お金を下ろします
（お金を下ろす）

 xk;xD.ph (phymuDR) withdraw (savings) 8-9

おかねを　はらいます
（おかねを　はらう）

お金を払います
（お金を払う）

 [h. (ph) pay (money) 8-23

おかんじょう お勘定 u'GJp&D check, bill 8-26

おきがえ お着替え
changing cloth (expression

for children)
13-24

おきます（おきる） 起きます（起きる） *JRqXxX. get up 7-2

おきます（おく） 置きます（置く） ym< ymvDR put 7-8,12-6

おくさん 奥さん ydmrk.vXqD[H.qDCD0HR married lady, madame 2-4

おくじょう 屋上 w>cd.'k;tzDcd.uwX> rooftop 8-19



おくば 奥歯 rJcD< rJwD back tooth, molar 10-5

おくら bsd.bVo. okra 5-4

おくります（おくる） 送ります（送る） qSXw> send,see off 7-9,15-3

おくりむかえ 送り迎え [H;xD.'D;wh>vDR pickup and drop off 13-24

おくれます（おくれる） 遅れます（遅れる） ,upJRcHvDRI I will be late. 12-4

おげんきですか お元気ですか etd.ql.{gI How are you? 1-2

おこさまランチ special dish for a child 5-11

おこさん お子さん ySR*Rtzd someone else’s child 2-4

おこします
（おこす）

起こします
（起こす）

rHyX>xD. wake up, raise 7-3

おこのみやき お好み焼き

td.cd.ed.rH.,.uH.

(ud.ubs.vXw>xXEkmw>zH;w>n.

'D;w>'d;w>v.)

Okonomiyaki

(unsweetened flat pancake

with meat, sea hood,

vegetables etc.)

5-11

おこります（おこる） 怒ります（怒る） o;'d.xD.w> get angry 15-2

おさきに お先に 0Ho;plR,RvX,[;xD.qdtCdI
Pardon me for leaving

first.
12-4

おさきにしつれいします お先に失礼します
,Ch0Ho;plReRvX,[;xD.qdvXerJ

mngtCdvDRI

I beg your pardon for

leaving before you.
12-4

おさけ お酒
oH;{dR*m{dR，
ph;(ySR,y.zdtoH;wuvkm)

alcoholic drink，Sake

(Japanese sake)
5-13

おじ wH< zgwH> uncle(one’s own uncle) 2-2

おじいさん お爺さん zk grandfather 2-3

おしいれ 押し入れ
pdRqDxl.vXw>us;wH>tDRvXw>'l.u

yR
closet 4-12

おしえてください 教えてください Please tell me. 12-5

おしえます（おしえる） 教えます（教える） od.vd teach, instruct 13-20

おじさん wH< zgwH> uncle(other’s uncle) 2-3

おしっこ [;zSH pee-pee 10-5

おしぼり おしぼり w>-wL>pk hand towel 8-26

おします（おす） 押します（押す） qD. push 7-9

おしょうがつ お正月 eH.xD.oD New year 14-1

おじょうさん お嬢さん ydmrk.o;p>< ezdzk. young lady, your daughter 2-4

おしり お尻 cHud> buttocks 10-1

おすすめ お薦め w>tk.o;< w>qD.zsd; recommendation, push 8-25

おせちりょうり お節料理

td.pH.qH.,H{d&H.

(vDcDvXw>uwJmuwDRtDRvXeH.xD.

oD*D>)

Osechi-ryori (Special

dishes prepared for the

New Year)

14-1

おせんべい お煎餅 ud.pSd;ChvXw>rRtDRvXbk rice cracker 5-14

おそい 遅い slow 16-2

おぞうに お雑煮
bkud.zDtuolxH

(eH.xD.oDtw>tD.)

rice cake soup (New Year’s

dish)
14-1



おだいじに お大事に
,rk>v>vXeutd.ql.xD.uhRcVcV

vDRI
I hope you get well soon. 10-7

おたま おたま eD.bsX. ladle 4-6

おだんご お団子 ud.tvd.zdvXw>csDrHvXxH dumpling 5-14

おちゃ お茶 vmz;xH< eDrk>xH tea 5-12

おちゃわん お茶碗 rhRcG;< eDrk>xHcG; rice bowl, teacup 4-5

おつかれさま お疲れさま w>bsK;'d.r;vXerRw>ql.tCdvDRI
Thank you for your hard

work.
12-4

おつきみ お月見 rkmvRo;ckvXvguyDR enjoying the moonlight 14-3

おっと 夫 0R husband 2-4

おっぱいを　やります
（おっぱいを　やる）

tDEk> (zdo.) suckle (one’s baby) 7-7

おつり お釣り qDwvJ change 8-23

おつりを　もらいます
（おつりを　もらう）

お釣りをもらいま
す
（お釣りを　もらう）

receive change 8-23

おてあらい お手洗い w>[;vD> toilet 4-2,8-29

おでこ forhead 10-3

おてら お寺 w>vk>[H. temple 8-11

おでん

td.'J> (w>csDtD.n.tud.vd.zd'D;

w>tD.t*Rwz.vX

xDedmCh.xHtusg)

Oden (fish dumpling and

other foods stewed in a soy

soup)

5-10

おとうさん お父さん yg< y> dad, one’s own father 2-3

おとうと(さん） 弟 yk>cGg younger brother 2-2

おとこのこ 男の子 ydmcGgzdo. boy 2-5

おとこのひと 男の人 ydmcGgo;yS> man 2-5

おとします
（おとす）

落とします
（落とす）

vDRpDR< ysJw>wrHRrHRvDRq+ drop, let something fall 7-10

おととい 　　 r[gw[g the day before yesterday 1-11

おととし 　　 ylRuGHmcHeH. the year before last 1-11

おとな 大人 'd.wkmcd.ySJR grown-up, adult 2-5

おどります（おどる） 踊ります（踊る） *JRuvH. dance 7-4,9-4

おどろきます（おどろく） 驚きます（驚く） urXur. be surprised 15-2

おなか お腹 [XzX abdomen, tummy 10-1

おなかが　いたい お腹が痛い [XzXqg have a stomachache 10-7

おなかが　いっぱいです
（おなかが　いっぱい）

お腹がいっぱい
です
（お腹がいっぱい）

[XzXySJR stomach is full 5-16

おなかが　すきました
（おなかが　すいた）

お腹が空きました
（お腹が空いた）

vXto.0HRto; hungry 5-16

おなかが　すきます
（おなかが　すく）

お腹が空きます
（お腹が空く）

w>o.0HRo; become hungry 5-16

おなら th.eD fart 10-5

おにいさん お兄さん 0J>cGg older brother 2-3



おにぎり rhRud.vd. rice ball 5-10

おにごっこ 鬼ごっこ w>vlRzD.vdmo;tw>vdmuGJ game of tag 13-24

おねえさん お姉さん 0J>rk. older sister 2-3

おねがいします お願いします 0Ho;plR Please. 1-4

おば rk>*> aunt(one’s own　ant) 2-2

おばあさん お婆さん zH grandmother 2-3

おはか お墓 w>oG.cd. grave 8-12

おばさん rk>*> aunt(other’s ant) 2-3

おはよう *DRvXt*hR Good morning.（casual) 12-5

おはようございます *DRvXt*hR Good morning. 1-1,12-5

おひさま お日さま rk> the sun 9-6

おひるね お昼
taking a nap (expression

for children)
13-24

おふろに　はいります
（おふろに　はいる）

お風呂に入ります
（お風呂に入る）

take a bath 7-3

おへそ 'h navel 10-1

おべんとう お弁当
rk>qgcDw>tD.vXw>uwJmuwDRymtD

R
packed lunch 13-22

おぼえます（おぼえる） 覚えます（覚える） oh.eD.< rReD.b. remember, memorize 7-9

おまごさん お孫さん vHRcGg grandson 2-4

おまわりさん お巡りさん yXRuD>cd. police officer 8-11,12-1

おみまい お見舞い
w>td.oud;ySRtd.ql.xD.uhR

(w>ud;M>ySRvXwql.wcV)

Get-well visit (calling on

someone who is ill)
10-14

おむつを　かえます
（おむつを　かえる）

おむつを替えます
（おむつを替える）

qDwvJzdo.tcHy; change the baby’s diaper 7-7

オムライス
omelet containing fried

rice
5-11

おめでとうございます o;ckCkm'D;eRI Congratulations! 1-2

おもい 重い tCX heavy 16-2

おもいだします
（おもいだす）

思い出します
（思い出す）

oh.eD.xD.< rRoh.eD. remember, recall 15-2

おもいます（おもう） 思います（思う） qdurd. think 15-2

おもしろい 面白い vXtvDRo;pJ interesting 16-3

おもちゃ 　　 w>vdmuGJzd toy 4-10

おもちゃや 　　 w>vdmuGJzdtus; toyshop 8-21

おやすみなさい お休みなさい eRvX*hR Good night. 1-1,1-3

おやつ w>tD.w>tDrRoyORxD.rJm< ud.zdeDzd refreshment, snack 13-24

おやゆび 親指 wD>w>< xX.w> thumb 10-3

おゆ お湯 xHud> hot water 5-12

おゆうぎ お遊戯 zdo.w>*JRuvH. children’s dancing 13-24



おりがみ 折り紙

td.&Hu.rH.

(w>ohw>b.vXw>csH;p;cduJxD.ql

uh>*DRtuvkmuvkm)

Origami (art of folding

paper into various figures)
14-4

おります（おりる） 降ります（降りる） pH.vDR get off 8-5

おれます（おれる） 折れます（折れる） [;*DR be broken 11-2,15-3

オレンジいろ オレンジ色 pl>0H.o.tvGJ> orange colored 1-16

おわります（おわる）
終わります
（終わる）

uwX> come to an end 7-1

おわん お椀 ovX bowl 4-5

おんがく 音楽 w>oHusH< w>ol.0H.o;qX music 13-10

おんがくしつ 音楽室 w>oHusH'X;< w>ol.0H.o;qX'X; music classroom 13－4

おんどく 音読 w>z;oD.xD.uvk> reading aloud 13-11

おんどけい 温度計 w>xd.w>ud> thermometer 3-2

おんなの　こ 女の子 ydmrk.zdo. girl 2-5

おんなの　ひと 女の人 ySRydmrk. woman 2-5

おんよみ 音読み
(w%l;usdm) w>z;0Jc.uFh. (Kanji)
tvHmrJmzsX.

“on”(Chinese) reading of

Kanji character
13-11

か カーテン ,.bs;o'X curtain 4-9

カート  vh. wagon 8-24

カード c;uh card 6-8,8-4

カード card 8-4

ガードレール guardrail 8-15

カーペット cD.,D>'g carpet 4-9

かい 貝 csd. shellfish 5-5

かいがん 海岸 yD.vJ.uX>eHR sea coast 9-5

かいぎしつ 会議室 w>td.zSd.t'X; meeting room 3-5,12-8

かいけい 会計 w>zD.php&D accounting, accounts, bill 8-24,10-13

かいごし 介護士 care person 12-1

かいさつぐち 改札口 vHmysJuh-wJR ticket gate 8-4

かいしゃ 会社 yeHmw>uRtu&X company 12-7

かいしゃいん 会社員 cDyeHmtySRrRw>zd company employee 12-1

かいだん 階段 CD stairs
4-1、8-6、
8-19

かいちゅうでんとう 懐中電灯 vDqSd< rh.bH; flashlight 11-4

かいます（かう） 買います（買う） yORw> buy 8-23

かいものします
（かいものする）

買い物します
（買い物する）

[;yORw>vXus;ylR do shopping 7-6

かえします（かえす） 返します（返す） [h.u'guhR< [h.qXuhR return, give back 7-3,15-3

かえりの かい 帰りの会 xH.vdmo;wcsK;uhR[H.
homeroom meeting before

leaving school for home
13－9

かえります 帰ります go back, go home 7-5



かえる 蛙 'h. frog 9-8

かお 顔 rJmo. face 10-1

かおを　あらいます
（かおを　あらう）

顔を洗います
（顔を洗う）

ys>rJm wash face 7-2

がか 画家 ySRcJ.w>*DRzd painter 12-2

かかと 踵 cD.eX.cH heel 10-3

かがみ 鏡 rJmxHuvR mirror 6-8,4-14

かかりちょう 係長 u0DRzdtcd.< u%l>zdtcd. Subsection Chief 12-11

かき 柿
c.cH.o.

(,y.tw>o.bDbDuykmwuvkm)

Kaki (Japanese

persimmon)
5-1

かぎ 鍵 eD.0HmcH key 6-7

かきげんきん 火気厳禁 vXrh.tltD.tDRnD< ymrh.tlvXt,HR flammable, keep fire away 8-30,12-14

かきじゅん 書き順
w>wdRvDRw>tusdRtw>eJ.usJ

(b.C;'D;w%l;tvHmrJm zsX.)

stroke order (of Chinese

character)
13-11

かきとめ 書留 w>qSXw>u&Xtd.'D;w>uGJ;eD.uGJ;Cg registered mail 8-9

かきます（かく） 書きます（書く） uGJ; write 7-1 

かくえきていしゃ 各駅停車 vD>u0DRvh.rh.tl local train 8-6

がくげいかい 学芸会 uFdw>[l;w>*JR school play 13-22

がくしゅうちょう 学習帳 vHmw>rRvd< vHmuGJ;eD. workbook, exercise book 13－7

かくすう 画数 w>tusdRteD.*H>wz. number of strokes 13-11

かけざん 掛け算 w>*H>tg multiplication 13-12

かけっこ 駆けっこ w>Ch>jyX foot race 13-14

かけます（かける） 掛ける w>*H>tg multiply 13-12

かご 籠 wD.< em< uk basket 4-14,8-24

かさ 傘 o'Xrk> umbrella
3-1,6-7,
13-7

かさい 火災 rh.tl a fire 12-10

かさたて 傘立て w>ymo'Xrk>tvD> umbrella stand 3-6

かざります（かざる） 飾ります（飾る） u,Xu'J< 'J;uH.'J;0hR decorate 15-3

かじ 火事 rh.tl a fire 11-1

かじつしゅ 果実酒 wRolwRo.txH fruit wine 5-13

かします（かす） 貸します（貸す） [h.vd>vDRw>< 'k;vd>w> lend 7-3

かしゅ 歌手 ySRo;0H.w>zd singer 12-2

かず 数 eD.*H> number 1-6

カスタネット pX>pSH;zd castanets 13-17

ガスレンジ z.uGm'XvXw>pl;ug*mo0H gas range 4-4

かぜ 風 uvHR wind 9-6



かぜぐすり uoH.uoDvXtck. cold medicine 10-9

かぜを　ひきます
（かぜを　ひく）

風邪を　ひきます
（風邪を　ひく）

b.w>ck. catch a cold 10-6

かぞえかた 数え方 w>*H>w>'G;tusJ way of counting 1-14

かぞく 家族 [H.zdCDzd family 2-1

ガソリンスタンド w>'XodoM gas station 8-22

かた 肩 zHb.cd. shoulder 10-1

かたい 固い ql.< udR< usR< CH; hard, rigid 5-17、16-5

かたかな 片仮名 c.x.c.e. (vHmrJmzsX.) Katakana (character) 13-11

かたち 形 w>tuh>t*DR shape 1-17

かたづけます（かたづける） 片付ける rRuqSJuqSDxD.w> tidy away, clean up 7-6,12-6

かだん 花壇 zDysD< zDu&X>vXw>ol.vDRzD*D>rk> flowerbed 13－5

かちます（かつ） 勝ちます（勝つ） rReXR win 7-9

かちょう 課長 u%l>cd.< u0DR'hcd. section chief 12-11

がっき 楽器  (musical) instrument 13-17

がっこう 学校 uFd school 8-10

がっこう、ようちえん、
ほいくしょなどあり

学校、幼稚園、
保育所などあり

There are school,

kindergaten, nursery

school etc．around here

 (,so drive carefullly).

8-30

がっしょう 合唱 cd&Xm chorus 13-17

カッター 'DoGJ. cutter 3-4

カット cutting hair 8-27

カップ cG; cup 4-5

カップラーメン cDeDcG; cup noodle 5-8

かていか 家庭科 [H.CDtrk>usdR0JRuGm home economics 13－10

かていかしつ 家庭科室 [H.CDtrk>usdR0JRuGm'X; home economics room 13－4

かど 角 w>oeX. corner 8-15

かどう 華道 w>u,Xu,JzDtw>ohw>b. art of flower arrangement 14-4

かなしい 悲しい o;tk; sad 16-6

かなづち 金槌 cH.cl. hammer 12-12

かに 蟹 crab 5-8

かにかまぼこ qGJ.n.t,DRtbs. artificial crab meat 5-8

かば wR'd.xH hippopotamus 13-23

かばん 鞄 xX. bag 3-1,6-7

がびょう 画鋲 x;urdmcH drawing pin 3-4

かびん 花瓶 zDud (flower) vase 4-9

かぶ 株 wb.wH>uzsX. turnip 5-4



カプセル uoH.zsX.z;xD capsule 10-9

かぶります（かぶる） 被ります（被る） ukmxD. (cd.ovk;) put on (a hat) 6-5

かふんしょう 花粉症 w>n.*d>Ch hey fever 10-9

かべ 壁 *DRyR'l. wall 4-2

かぼちゃ vl>cho. pumpkin 5-4

かみ 髪 cd.ol hair 10-4

かみ 紙 p;cd paper 3-3

かみなり 雷 vDoD. thunder 9-6

かみのけ 髪の毛 cd.ql. hair 10-4

かみを　とかします
（かみを　とかす）

髪をとかします
（髪をとかす）

cGHcd. comb one’s hair 7-3

ガム w>yHmqX chewing gum 5-14

ガムテープ w>bd.w>pSXRtp;cdpJ packing tape 3-4

カメラ w>'dw>*DR'X camera 6-8

かもく 科目 vHmw>rRvd subjects, course (of study) 13-10

かゆい 痒い vXto;*Hm itchy 10-6

かよいます（かよう） 通います（通う） vh>vdRvh>xD. go to and from, commute 8-10

かようび 火曜日 rk>,lm (rk>cHeHR) Tuesday 1-10

カラー hair dye 8-27

からあげ 唐揚げ w>tD.vXw>qJ;odtDR deep-fried foods 5-10

からい 辛い ud>tl< [J hot, spicy 5-17

カラオケ Karaoke 8-26

からし 辛子 ob. mustard 5-7

からだ 体 rd>yS> body 10-１

かります（かりる） 借ります（借りる） Chvd> borrow 7-3

かるい 軽い ySRwrJ;w>vXtw,X>zSH lightweight 16-2

かるた c.%lw. (w>*JRvdmuGJzJ) Karuta (card game) 14-1

カレーライス uol'D;rhR curry and rice 5-9

カレンダー vHmeH.vHmvg calendar
1-10,3-2,
4-9、13-6

かわ 皮 tzH;bh. skin 5-2

かわ 川 xHusd river 9-3

かわります（かわる）
変わります
（変わる）

qDwvJql< b.w>vJvdmtDR change (into), be altered 15-3

かわを　むきます
（かわを　むく）

皮を むきます
(皮をむく）

w>o.tzH; peel 5-2、7-7

かん 缶 x;0g'X< can, tin 4-7

がんか 眼科 w>ulpg,gbsgrJmcsHtyDng ophthalmology 10-14

かんがえます（かんがえる） 考えます（考える） qdurd. think 15-2

かんきせん 換気扇 eD.0H>uok.vXt'k;[JEkmvDRuvHR ventilating fan 4-7



かんきり 缶切り eD.cGJ;w>'X can opener 4-7

かんごし 看護師 o&.rk.uG>ySRqg< ySRuG>xGJySRqg nurse 10-14,12-1

かんごしさん 看護師さん o&.rk.uG>ySRqg< ySRuG>xGJySRqg nurse(honorific) 10-14,12-1

かんじ 漢字 w%l;tvHmrJmzsX. chinese character 13-11

かんぞう 肝臓 ol. liver 10-4

かんづめ 缶詰 w>tD.vXtd.vXx;0g'XylR canned food 5-8

がんていけんさ 眼底検査 w>'duG>rJmcsH funduscopy 10-16

かんでん 感電 vDrh.tlyV>w> electric shock 12-10

かんぱい 乾杯 a toast 8-26

かんビール 缶ビール canned beer 5-13

かんぶつ 乾物 w>tD.Ch dried foods 5-18

き き 木 oh. tree 9-10

キーウイ uH.0H.w>o. kiwi fruit 5-2

きいろ 黄色 tvGJ>bD yellow 1-16

きかい 機械 pJ; machine 12-7

きがえ 着替え uluRuvHRuvJ spare clothes 13-24

きがえます
（きがえる）

着替えます
（着替える）

change clothes 7-2 

ききます（きく） 聞きます（聞く） e>[l hear 7-1

きけん 危険 w>b.,d.b.bDtvD> danger 8-28,12-15

きし 岸 yD.vJ.uX>eHR coast 9-3

ぎじゅつしゃ 技術者 ySRohpJ;zDu[. technician 12-3

きせつ 季節 w>tuwD> season 1-12

きそく 規則 w>bsX rule 12-10

きたぐち 北口 uvHRxH;usJ[;xD. north exit 8-5

きたない 汚い b.tXb.oD dirty, filthy 16-4

きつえんせき 喫煙席 w>tDrdmu0DR smoking section 8-25

きっさてん 喫茶店 vmz;xH'X; tearoom 8-22

きって 切手 vHmy&Xtw>*DRcd. postage stamp 8-8

きっぷ 切符 vHmysJuh ticket 8-4

きっぷうりば 切符売り場 vHmysJuhtyJ}wDzd ticket window 8-4

きのう r[g yesterday 1-11

きのこ ukR mushroom 9-10

きぶんが　わるい 気分が悪い td.wql.wcV feel sick 10-6

きます（きる） 着ます（着る） ulxD.od;xD.< 'd;xD.< zsD.xD. wear 6-2

きます（くる） 来ます（来る） [J come 7-5

きみどりいろ 黄緑色 tvGJ>bD[h yellowish green 1-16



きめます（きめる） 決めます（決める） qXwJmw> decide 15-3

きもの 着物 cH.rd.ed. Kimono 6-3

きゃたつ 脚立 CDz;xD stepladder 12-13

キャベツ ob.bd.cd. cabbage 5-3

きゅう 九 cGH nine 8-19

きゅうかい ９階 cGHu-xXwu-xX 9th floor 8-17

きゅうきゅうしゃ 救急車 odvh.wDySRqg ambulance 8-17

きゅうけいします
（きゅうけいする）

休憩します
（休憩する）

td.bSH; rest,  have a break 12-8

きゅうこう 急行 vh.rh.tlvXtcV express train 8-6

きゅうじつ 休日 eHRobV holiday 12-10

きゅうじゅう 九十  ninty 1-7

きゅうしょく 給食 w>tD.vXuFd school meal 13-10

きゅうしょくぎ 給食着
ulod;pl.vXw>od;tDRvXw>rR

vDRb.vXrk>xl.w>tD.vXuFd

set of wear for school lunch

duty
13－7

きゅうしょくとうばん 給食当番 school lunch duty 13-19

きゅうす 急須 v;z;xHoyXR< eDrk>xHoyXR teapot 4-5

ぎゅうどん 牛丼
uFL'd>

(rhRvXtzDcd.td.'D;*DRzH;n.'D;w>'d;

Gyu-don (bowl of rice

topped with beef and
5-11

ぎゅうにく 牛肉 *DRzH;n. beef 5-5

ぎゅうにゅう 牛乳 w>Ek>xH milk 5-12

きゅうにん 九人 ydmcGg 9 *R 9 men 1-14

きゅうひゃく 九百 cGHu,R nine hundred 1-7

きゅうほん 九本 cGHbd (w>vXtbdz;xDwz.)
Nine pieces (long

cylindrical things)
1-14

きゅうまい 九枚 cGH (ubsH;) Nine (sheets) 1-14

きゅうり 'Ho. cucumber 5-3

きょう 今日 weHRtHR today 1-11

きょうかい 教会 o&dm church 8-11

きょうかしょ 教科書 uFdvHmz; textbook 13－7

ぎょうざ 餃子 Gyoza 5-11

きょうし 教師 uFdo&. teacher 12-1

ぎょうじ 行事 rl; events 13-21

きょうしつ 教室 wDR'X; classroom 3-5,13－4

きょねん 去年 ylRuGHmweH. last year 1-11

きらい（な） 嫌い wb.o; dislike 16-4

きらいです（きらい） 嫌いです（嫌い） wb.ol.b.o; I dislike it. 5-16

きり 霧 mist 9-6

きりかぶ 切り株 oh.cd.qX.< w>cd.qX. stump 9-5



きりつ 起立　 *JRqXxX. Stand up. 13-19

きりふき 霧吹き w>_yd'X sprayer, atomiser 4-17

きります（きる） 切ります（切る） 'D.wJm cut
7-7,11-2,
12-6

きりん w>xDudm< uoh.xDudm giraffe 13-23

きれい（な） 綺麗（な） CHvR pretty, beautiful 16-4

きを　つけます
(きを　つける)

気を　つけます
（気を　つける）

tH;xGJuG>xGJ take care of 12-8

きをつけ 気をつけ due.I Attention! 13-15

きんえん 禁煙 w>wb.tDrdmb. no smoking 8-29

きんえんせき 禁煙席 w>wb.tDrdmb.tu0DR no smoking section 8-25

きんきゅうじじんそくほう 緊急地震速報 [D.cd.[l;tw>[h.yvD>qd earthquake early warning 11-3

ぎんこう 銀行 phwX; bank 8-9

きんじょ 近所 w>td.bl;td.wH> neighborhood 8-16

きんようび 金曜日 rk>zDz; (rk>,J>eHR) Friday 1-10

く く 九 cGH nine 1-6

ぐあいが　わるい 具合が悪い td.wql. feel ill 10-7

ぐあいが　わるい 具合が悪い td.wql.b. feel ill 10-7

くうこう 空港 ubD,lRoM airport 8-14

クーポン クーポン p;cdwcDvXt'k;M>b.ySRtcGJ; coupon 8-24

くがつ 九月 pJ;yxhbX. September 1-10

くぎ 釘 x;yeJm nail 12-12

くく 九九 w>*H>tgtwyX; multiplication table 13-12

くさ 草 eD.{dRrHR{dR grass 9-10

くし 櫛 oH. comb 6-8,4-14

くじ 九時 　 nine o’clock 1-8

くじびき くじ引き drawing lots 8-23

くしゃみが　でます
（くしゃみが　でる）

くしゃみが出ます
（くしゃみが出る）

w>uqJ sneezing 10-6

くすり 薬 medicine 10-6

くすりや 薬屋 uoH.us; pharmacy 8-21

くすりゆび 薬指 pkrk>'J; ring finger 10-3

ください 0Ho;plR[h.,R please give me 8-23

くだもの 果物 wRolwRo. fruit 5-1

くち 口 udmylR mouth 10-2

くちべに 口紅 w>rR*DRysKR lipsticks 6-6

くつ 靴 cD.zH; shoes 6-5

クッキー cookey 5-15 

くつした 靴下 cD.zsD. socks 6-2



クッション cHwcX.uykmvk; cushion 4-9

くつばこ 靴箱 cD.zH;tpD> shoes shelf 4-10,13－4

くつや 靴屋 cD.zH;tus; shoe store 8-22

くてん 句点 zD;ywkm full stop, period 13-11

くばります（くばる） 配る eDRvDR hand out, distribute 13-20

くび 首 udmbd neck 10-1

くま 熊 wRol bear 13-23

くみたてます（くみたてる）
組み立てます
（組み立てる）

xDxD. assemble, put together 12-7

くも 雲 w>tX. cloud 9-6

くもり 曇り w>tX.tk; cloudy 1-5

くやくしょ 区役所 yXjy;0JR'X; ward office 8-13

くらい 暗い cH; dark 16-3

クラブかつどう クラブ活動 wDR'X;csXw>[l;w>*JRwz. extracurricular activities 13-10

くらべます（くらべる） 比べます（比べる） xd.o}wDRw> compare, make comparison 15-3

クリーニングや クリーニング屋 w>q+.w>tvD>< pJ;q+.ChxDw> laundry, dry cleaner 8-22

クリーム uoH.zSLzH;bh. cream 6-6

クリスマス c&Hmtd.zsJ. Christmas 14-3

クリップ eD.wHmp;cd paper clip 3-4

くるま 車 odvh. motorcar 8-17

くるまいす 車椅子 c;vh.< vD>qh.eDRy. wheelchair 10-14

グレープフルーツ o.oGHqXo. grapefruit 5-2

くれます（くれる） [h.vDR give 15-5

クレヨン クレヨン ueJCD;w>cJ.vGJ> crayon 3-4、13-16

くろ 黒 tvGJ>ol black 1-16

ぐんて 軍手 pkzsD. work gloves 12-12

くんよみ 訓読み
clR=,drH. (rh>,y.z;0Jw%l;c.uFh.

(kanji) tvHm rJmzsX.wz.)

kun-yomi (japanese

readings of chinese kanji

characters)

13-11

け
けいかくします
（けいかくする）

計画します
（計画する）

&J.usJRvDRw> make plan 15-3

けいかん 警官 yXRuD>cd. police officer 12-1

けいこうとう 蛍光灯 vDrh.tl fluorescent light 4-9

けいさつ 警察 yXRuD> the police 8-11

けいさん 計算 *H>'G; calculation 13-12

けいじばん 掲示板 w>bd;b.oh.ngbh.b. notice board 13－6

けいたいきんし 携帯禁止 ban on use of cell-phone 8-30

けいたいでんわ 携帯電話 vDwJpdpdmpk cell phone 6-7

げいのうじん 芸能人 w>'k;eJ.wRv. on-screen talent 12-2



けいほう 警報 w>oD.[h.yvD>< w>[h.yvD> alarm, warning 11-3

ケーキ ud.qD'H. cake 5-14

ゲーム w>*JRvdmuGJ game 4-10

げか 外科 w>ul;uGJ;,gbsg surgery 10-13

けがを　します
（けがを　する）

b.'d (b.'db.xH;) get hurt, receive injury 10-6,11-2

げきじょう 劇場 bsD.rkm theater 8-12

けしゴム 消しゴム w>xl;oH eraser 3-3

けします（けす） 消します（消す） rRvDRyHmuGHmrh.tl< rRuwX>uGHm turn off, extinguish 7-8

けしょうします
（けしょうする）

化粧します
（化粧する）

w>u,XrJmyD;vD make up 7-3

けしょうひん 化粧品 w>u,XyD;vD cosmetics 6-6

けずります（けずる） 削ります（削る） uG;w> shave 12-6,13-16

ケチャップ wuDRqH.od ketchup 5-7

けつあつ 血圧 oGH.w>qD.oeH; blood pressure 10-15

けつえき 血液 oGH. blood 10-5

けつえきがた 血液型 oGH.u%l> blood type 11-2

けつえきけんさ 血液検査 w>rRuG>oGH. blood test 10-16

けっかん 血管 oGH.usdR blood vessel 10-5

けっこんします
（けっこんする）

結婚します
（結婚する）

zsDo;< 'd;wh'd;zsDo; marry, get married 15-1

げっぷ bSd;ud> belch 10-5

げつようび 月曜日 rk>q. (rk>weHR) Monday 1-10

げねつざい 解熱剤 uoH.rRp>vDRw>vdRud> antipyretic, fever reducer 10-9

げりしています
（げりしている）

下痢しています
（下痢している）

[XzXvl suffer from diarrhea 10-7

けります（ける） 蹴ります（蹴る） xl kick 13-16

けんか th.vdmo; fight 10-16

げんかん 玄関 usJEkmvDRbsD. entrance hall 4-1

げんき（な） 元気（な） w>*H>ql.bgql.< w>ol.ql.o;ql. healthy, powerful 16-7

げんきです 元気です ,wb.eDwrHRb.I i’m fine. 10-7

けんこうしんだん 健康診断 w>rRuG>w>td.ql.td.cV medical examination 10-16

けんどう 剣道 e;cJ'd> (ySR,y.zdte;wuvkm)
Kendo (Japanese fencing

swordsmanship)
14-4

けんばんハーモニカ 鍵盤ハーモニカ we>tlpkySD> keyboard harmonica 13-17

けんびきょう 顕微鏡 rJ;_cd.pud; microscope 13-13

こ こ (～こ） ～個 tuhtcD(wz.) ~ piece(s) of 1-15

　 ご 五 ,J> five 1-6

こいのぼり 鯉のぼり eD.w,>n.xd.*DR carp banner 14-2

コインランドリー w>q+.w>tvD>vXb.zXEkmph coin-operated laundry 8-22



ごうう 豪雨 rlcd.plRz;'d.Aw>plRz;'d. heavy rain/downpour 11-1

こうえん 公園 zDu&X>;u&X> park 8-20

こうぐ 工具 w>yD;w>vD tool 12-12

こうこう 高校 wDRxDuFd high school 8-10,13－1

こうこうせい 高校生 wDRxDuFdzd high school student 13-1

こうさてん 交差点 usJ*mwJm crossroads 8-14

こうじちゅう 工事中 w>ol.xD.tzDvm under construction 8-30

こうしゅうでんわ 公衆電話 ursX>vDwJpd public telephone 8-15

こうしゅうべんじょ 公衆便所 ursX>w>[;vD> public lavatory 8-20

こうじょう 工場 pJ;zDu[.w>rRvD> factory 12-7

こうじょうちょう 工場長 pJ;zDu[.w>rRvD>rl'gcd. factory manager 12-11

こうずい 洪水 xH'd. flood 11-1

こうそくどうろ 高速道路 usJrk>z;'d.< odvh.Ch>cVtusJrk>z;'d. highway, expressway 8-15

こうちゃ 紅茶 eDrk>xHol black tea 5-12

こうちょうしつ 校長室 uFdcd.t0JR'X; principal’s office 13－4

こうつうじこ 交通事故 odvh.usJtw>b.'db.xH; traffic accident 11-1

こうでんあつ 高電圧 vDrh.tlo[D.ql. high voltage 12-15

こうないえん 口内炎 udmylRxD. stomatitis 10-9

こうはくぼう 紅白帽 *DR'D;0gcd.zsD. Red-and-white cap 13-14

こうばん 交番 yXRuD>t'J police box 8-11

こうもん 校門 school gate 13-5

こうもん 肛門 cHylR anus 10-5

ごえん 五円 ,J>,J(e) five yen 1-13

コート qhuRcd; coat 6-1

コード w>od.w>oD code 4-16

コートかけ コート掛け eD.bs;qhuRcd; coat hanger 3-6

コーヒー cDzH. coffee 5-12

コーヒーショップ vmz;xH'X; tearoom 8-22

コーラ cd.c.cd.v. Coca cola 5-12

こおり 氷 xHck.ud.vd. ice 5-12

ごかい 五階 ,J>uxXwuxX fifith floor 8-19

ごがつ 五月 vgrhR May 1-10

こくご 国語 ySRuvkmtusdm national language 13-10

こくばん 黒板 oh.b.ol blackboard 13－6

こくばんけし 黒板消し eD.xl;oHoh.b.ol blackboard eraser 13－6

ごご 午後 rk>Ch>vDR afternoon 1-8



ココナッツ xDxl.< CDRxl. palm, coconut palm 9-10

ここのか 九日 cGHoDwoD 9th day (of the month) 1-10

ここのつ 九つ cGH(uh<cD) 9 (pieces) 1-14

こし 腰 ,D>'h waist 10-1

ごじ 五時 ,J>e.&H. five o’clock 1-8

こしが　いたい 腰が痛い ysd>qg< csXCHqg have a backache 10-7

ごじゅう 五十 ,J>qH fifty 1-7

ごじゅうえん 五十円 ,J>qH=,J(e) fifty-yen 1-13

ごじゅうおんひょう 五十音表 ySR,y.zdtvHmzsX.wyX; Japanese syllabary table 3-2

ごしゅじん ご主人 e0R your husband 2-4

こしょう 胡椒 rd>*Hmzd pepper 5-6

こしょう 故障 w>ur.< w>[;*DR fault, breakdown 12-9

こしょうします（こしょうする）
故障します
（故障する）

rR[;*DR break down 12-9

ごぜん 午前 wcsK;rk>xl. before noon 1-8

ごせんえん 五千円 ,J>u,R = ,J(e) five thousand-yen 1-13

こたえ 答え pH;qX answer 13-12

こたえます（こたえる） 答えます（答える） [h.w>pH;qX< pH;qX give a reply, answer 13-20

こたつ

cd.w.plR(pD>eDRcd.qH;qH;zdvXpJ;ud>td

.vXtzD

vm'D;w>rRbXtDRvX,.vk;bJ)

Kotatsu (small table with a

heater underneath

andcovered by a quilt)

4-12

ごちそうさまでした
t0JtHRrh>w>tD.vXt0H.tbJvDRI

(wJzJtD.w>0HRtvD>cH)

That was a delicious meal.

(said after meals)
5-16

コック ySRzDw>pJ.eDR<ySRzDw>zd chef, cook 12-2

こづつみ 小包 w>bd.qH;qH; small package 8-8

コップ cG; cup 4-5

ことし 今年 weH.tHR this year 1-11

ことば 言葉 usdm language 12-6 

こども 子ども zdo. child 2-4

こどもとびだしちゅうい
子ども飛び出し
注意

yvD>o;vXzdo.uCh>ozSdCDRo

wl>uvmqlodvh.wz.trJmngI

Watch out for children

suddenly rushing out in

front of cars.

8-28

こどもの　ひ 子どもの日 zdo.trk>eHR Children’s day 14-2

こどもべや 子ども部屋 uwDRqduFd< zdo.t'X; nursery, child’s room 4-1

ことり 小鳥 xd.qH;qH;zd small bird 9-9

ごにん 五人 ySR,J>*R five persons 1-14

ごはん ご飯 rhR cooked rice 5-9

コピーき コピー機 pJ;uGJ;'d copy machine 3-6

ごひゃく 五百 ,J>u,R five hundred 1-7

ごひゃくえん 五百円 ,J>u,R=,J(e) five hundred-yen 1-13



ごぼう bl.'D; (w>rk>w>bdwuvkm) burdock 5-4

ごほん 五本 ,J>uh
five pieces (long cylindrical

things)
1-14

ごま 胡麻 eH.od sesame 5-6

ごまあぶら 胡麻油 sesame oil 5-8

ごまい 五枚 ,J>ubsH; five sheets 1-14

ごみ w>wySDm;wCm<wCm'X garbage,rubbish, trash 4-7

ごみばこ ごみ箱 wySDm'X< wCm'X garbage can, dustbin 4-7,13－6

ごみを　すてます
（ごみを　すてる）

ごみを捨てます
（ごみを捨てる）

uGHmwh>w>wySDmvXt,HR throw garbage away 7-6

こむぎこ 小麦粉 ud.url. flour 5-8

ゴムぞうり &X;bX.cD.zH; rubber thongs 6-6

こめ 米 [ko; rice 5-6

ごめんなさい 0Ho;plR,R I’m sorry. 1-2

こや 小屋 'J hut 9-7

こゆび 小指 pkrk>q. little finger 10-3

ゴリラ gorilla 13-23

コロッケ w>tD.qJ;od croquettes 5-10

こわい 怖い vDRysHRvDRzk; scary, frightening 16-6

こわれます（こわれる） 壊れます（壊れる） wvdRwCDR get out of order 15-3

こんいろ 紺色 vgtJ;yS> dark blue 1-16

こんげつ 今月 wvgtHR this month 1-11

こんご　ちゅういします 今後　注意しまう
cJtHR'D;qlngM.,uyvD>,o;tgxD

.vDRI

I will be more careful from

now on.
12-5

コンコース w>vD>z;vJ>vXw>ol.xD.trJmng concourse 8-7

こんしゅう 今週 wEGHtHR this week 1-11

コンセント vDrh.tl[;xD.tusdR electrical outlet 4-16

こんにちは [Jvd. hello 1-1

コンパス コンパス eD.0H>w&H; compasses 13-13

こんばんは [gvXt*hR Good evening. 1-1

コンビニ us;vXw>yORxD.yORvDRw>nD convenience store 8-21

こんぶ 昆布 kelp 5-8

さい（～さい） ～才・～歳 o;td. = eH. ~ years old 1-15

さ さいがい 災害 w>wwXmweg disaster 11-1

さいばんしょ 裁判所 w>wDw>-w>tuGD>bsD. court of justice 8-11

さいふ 財布 phxX.< ph'X wallet, purse 3-1,6-7

さいほう 裁縫 sewing 13-18

ざいりゅうカード 在留カード vD>u0DRzdc;uh resident card 3-1,6-8



サインペン xd.'H;bdvXtcd.uykm felt-tip pen 3-4

さか 坂 w>vDRbH<w>vl>zd Slope, hill 8-15

さがします（さがす） 探します（探す） Ckw>< uG>Ckw> look for, search for 15-4

さかな 魚 n. fish 5-5,9-8

さかなや 魚屋 n.tus; fish store 8-21

さかなやきグリル 魚焼きグリル w>u.n. fish cooking griller 4-7

さがります（さがる）
下がります
（下がる）

vDRqlvm go down 7-9

さぎょうぎ 作業着 w>zH;w>rRqhuR working clothes 12-12

さぎょうします（さぎょうする）
作業します
（作業する）

rRw> work 12-8

さぎょうふく 作業服 w>zH;w>rRqhuR working clothes 12-12

さくぶん 作文 w>uGJ;vHmqD&J. writing essay 13-11

さくらんぼ ovhRo. cherry 5-2

さけ 酒
oH;{dR*m{dR，
ph;(ySR,y.zdtoH;wuvkm)

alcoholic drink，Sake

(Japanese sake)
5-7

ささかざり(たんざく） 笹飾り（短冊）

p;cdtyVz;xD

(vXw>uGJ;vDRw>qX*hRqX0gvXtvdR

zJw>rRq.trl;tuwD>)

strip of paper (for writing

wishes on the Star

Festival)
14-2

さしみ 刺身 p.%SH.rH. (n.oHupJmtubsH;) Sashimi (sliced raw fish) 5-10

させつきんし 左折禁止 wb.uhRu'gqltph.wyRb. NO LEFT TURN

さつ（～さつ） ～冊 vHm = bh. ~ copies of books 1-15

さっか 作家 ySRuGJ;vHmzd writer, author 12-3

サッカー zsX.xl soccer, football 13-14

ざっし 雑誌 magazine 4-10

ざっそう 雑草 w>ol.tk;o;tk;tw>ulw>od; weeds 9-11

さつまあげ n.tk.qJ;od fried fish paste 5-8

さつまいも EGJ.pDRyRwH>< rDRCX.wH> sweet potato 5-3

さとう 砂糖 tHo.qX sugar 5-6

さどう 茶道 eDrk>xHtrl; tea ceremony 14-4

さばく 砂漠 rJ;rk>cd. desert 9-7

さびしい 寂しい td.o,k>owGR lonely 16-6

ざぶとん 座布団 [H.'gcd.cHwcX. floor cushion 4-12

さむい 寒い ck. cold 1-12、16-2

さやえんどう string bean 5-4

さようなら vJRrkmrkm Good bye. 1-1

さら 皿 qlng< cJudm dish 4-5

さらいねん 再来年 cJw[d< qlrJmngcHeH. the year after next 1-11

サラダ w>pH>Cg salad 5-10



さる 猿 wRtk; monkey 13-23

ざる zh*kR sieve 4-6

さわぎます（さわぐ） 騒ぎます（騒ぐ） rRoD.rRoJw> make a noise 15-4,15-5

さわらないで ください 0Ho;plRxd;bl;w*hR Please don’t touch. 8-28

さわります（さわる） 触ります（触る） xd;b. touch 12-6

さん 三 oX three 1-6

さんがい 三階 oXuxXwuxX third floor 8-19

さんかく 三角 w>oXeX. triangle 1-17

さんかくじょうぎ 三角定規 yedoXeX. triangle ruler 13-13

さんがつ 三月 vgrR%S; March 1-10

ざんぎょうします
（ざんぎょうする）

残業します
（残業する）

w>qXuwD>tbsJ.w>rR overtime work 12-8

サングラス rJm'd;ck. sunglasses 6-6

さんじ 三時 oXe.&H. three o’clock 1-8

さんじゅう 三十 oXqH thirty 1-7

さんじゅういちにち 三十一日 oXqHwoD (vXwvgtylR) thirty first (of the month) 1-10

さんじゅうにち 三十日 toDoXqH (vXwvgtylR) thirtieth (of the month) 1-10

さんすう 算数 w>*H>w>'G; arithmetic 13-10

サンダル cD.zH;}wHm sandals 6-5

サンドイッチ ud.}wHm sandwiches 5-9

サンドペーパー p;cdrJ; sandpaper 12-13

さんにん 三人 oX*R three persons 1-14

ざんねん(な） 残念（な）
ySJR'D;w>ol.tk;o;tk;<w>rJmqS

o;unDRw>
regretful, shame, pity 16-6

さんばし 桟橋 ubDwdR pier 9-3

さんびゃく 三百 oXu,R three hundred 1-7

さんふじんか 産婦人科
w>td.zsJ.zdyDng'D;ydmrk.ydmrXRw>qg

yDng
obstetrics and gynecology 10-14

さんぽします（さんぽする）
散歩します
（散歩する）

take a walk 7-4

さんぼん 三本 oXbd
three pieces (long

cylindrical things)
1-14

さんまい 三枚 oXubsH; three sheets 1-14

し し 四 vGH> four 1-6

JR JR  (,y.vh.rh.tlusJ) JR (Japan Railways) 8-5

シーソー w>,Jm,DR seesaw 8-20

しいたけ 椎茸 ukR%SH;wh. Shiitake 5-3

シーツ vD>rH'g bed sheet 4-12

ジーパン zsD.cHuFH(e) jeans 6-2



ジーンズ zsD.cHuFH(e) jeans 6-2

しお 塩 tHo.qX salt 5-6

しおからい 塩辛い [D salty 5-17

しか 歯科 w>ul;uGJ;,gbsgrJ dental surgery 10-13

しかく 四角 vGH>uElRbsX< vGH>uElRCl quadrilateral, square 1-17

しかけんしん 歯科検診 w>orHord;uG>rJ dental checkup 13-22

じかたび 地下足袋
uFH.c.w.bH.cD.zsD.

(cD.zsD.vXtpJbl;'D;cD.zH;)

Jika-tabi (rubber-soled

socks)
12-13

しがつ 四月 vgthjzhR April 1-10

しかります（しかる） 叱ります（叱る） 'lw>uvmw> scold 15-2

じかん 時間 w>qXuwD> time 1-8

じかんわり 時間割 w>qXuwD>twyX; timetable 13－8

しき 式　　*計算式 w>*H>w>'G;tusdRtusJ calculating formula 13-12

しきます（しく） 敷きます（敷く） 'gvDR< ov.vDR lay out, spread 7-6

しぎょうしき 始業式 w>td;xD.uFdtrl;
opening ceremony (of the

school term)
13-21

しけん 試験 w>rRuG>Aw>'d;pJ; test / examination 13-19

しけんかん 試験管 usdbdw>rRuG> test tube 13-13

じこくひょう 時刻表 train schedule 8-6

しごと 仕事 w>zH;w>rR job 12-8 

しごとします（しごとする）
仕事します
（仕事する）

w>zH;w>rR work 7-2

じしん 地震 [D.cd.[l; earthquake 11-1

しずか（な） 静か td.bO. calm 16-4

した 下 under 1-18

した 舌 yVR tongue 10-4

したぎ 下着 zsD.cHzdqhuRzd underwear 6-3

しち 七 EGH seven 1-6

しちがつ 七月 ,lRvH July 1-10

しちじ 七時 EGHe.&H. seven o’clock 1-8

しちにん 七人 ySREGH*R seven persons 1-14

しちみ 七味

%SH.cFH.rH.rd>[Jo.urlmusJ.usDeXrl

(w>CgCkm0J

rd>[Jo.*DR'D;w>eXrlt*R)

shichimi-togarashi

(mixture of red pepper and

other spices)

5-7

しっぷやく 湿布薬 w>pH>xd;uoH.bd. analgesic plaster, poultice 10-9

じっぽん 十本 wqHbd (w>vXtbdz;xDwz.)
ten pieces (long cylindrical

things)
1-14

しつれいしました 失礼しました 0Ho;plRb.,RI I’m sorry. 12-5

しつれいします 失礼します 0Ho;plRI Excuse me. 12-4

CD pH>'H>vDR,JRbh. CD 4-16



CDレコーダー CD recorder 3-6,4-16

してつ 私鉄 ursX>vh.rh.tlusJ private railway 8-5

じてんしゃ 自転車 vh.,D> bicycle 8-17

じてんしゃに　のります
（じてんしゃに　のる）

自転車に乗ります
（自転車に乗る）

have a ride on a bicycle 7-4

じどうはんばいき 自動販売機 pJ;qgw> bending machine 8-15

しにます（しぬ） 死にます（死ぬ） oH die
10-10,11-2
15-1

じはん（～じはん） ～時半 &H.wcD ～o'clock and a half 1-9

じびか 耳鼻科
e>'D;eg'htw>td.ql.td.cV<

w>ulpg,gbsge> 'D;eg'h

otorhinology,

otolaryngology
10-14

しぼう 脂肪 vXtbD. fat 10-5

じむいん 事務員 p&h< 0JR'X;tySRrRw>zd clerk, office worker 12-1

じむしつ 事務室 0JR'X; office 3-5

じむしょ 事務所 0JR'X; office 8-13,12-8

しめい 氏名 rHRySJRySJR (full) name 10-15

しめます（しめる） 閉めます（閉める） u;wHm shut 7-8

しめます（しめる） 締めます（締める） rRCH;xD. tighten 12-7

ジャージ w>*JRvdmuGJqhuR jersey 6-1

シャープペンシル pX>w>uGJ;bd mechanical pencil 3-3

シャーペン pX>w>uGJ;bd mechanical pencil 3-3

しゃいんしょくどう 社員食堂  cDyeHmtus;qgw>tD. company cafeteria 12-8

しゃかい 社会 ySRw>u&Xu&d society study 13-10 

じゃがいも EGJ.wclwH>< t.vlwH> potato 5-3

しやくしょ 市役所 rFL.eH.pyJ.t0JR'X; municipal office 8-11

じゃぐち 蛇口 xHyDRed; faucet, tap 4-15

ジャケット qhuFJ;uJ; jacket 6-1

しゃこ 車庫 w>ymodvh.vD> garage 4-2

しゃしん 写真 w>*DR photograph 4-10

しゃしんを　とります
（しゃしんを　とる）

写真を撮ります
(写真を撮る）

take a picture 7-4 

しゃちょう 社長 uD>cd. president 12-11

シャツ qhuR%SX; shirt 6-2

しゃっくり w>ogwuk; hiccup 10-5

しゃどう 車道 usJrk>usJbd roadway 8-14

しゃぶしゃぶ
Shabushabu(Japanese

food)
5-11

シャベル bDw&Dm shovel 12-12

ジャム wRo.Ch. jam 5-7



しゃもじ しゃもじ eD.'duGm rice paddle 4-4

じゃり 砂利 vX>zdjyH gravel 9-7

シャワーを　あびます
（シャワーを　あびる）

シャワーを
浴びます
（シャワーを
浴びる）

vk.xH take a shower 7-2

ジャングルジム zdo.w>xD.vdmuGJw>tvD> Jungle gym 8-20

ジャンパー qhuFJ;uJ;vXttd.'D;tph;(y) zip-up jacket 4-15

シャンプー w>ySHRcd. shampoo 4-15,8-27

じゅう 十 wqH ten 1-6,1-7

じゅういち 十一 wqHwX eleven 1-6

じゅういちがつ 十一月 vged.0hbX> November 1-10

じゅういちじ 十一時 wqHwe.&H. eleven o’clock 1-8

じゅういちにち 十一日 wqHwoD (vXwvgtylR) eleventh (of the month) 1-10

じゅうえん 十円 wqH,J(e) ten-yen 1-13  

しゅうがくりょこう 修学旅行 uFdw>vJRw>uhR school trip 13-21

じゅうがつ 十月 vgtD;uxdbX. October 1-10

じゅうきゅう 十九 wqHcGH nineteen 1-6

じゅうぎょういん 従業員 ySRrRw>zd employee 12-11

しゅうぎょうしき 終業式 w>ys>uFdtrl;
closing ceremony (of a

school term)
13-21

じゅうく 十九 wqHcGH nineteen 1-6

じゅうくにち 十九日 wqHcGHoD (vXwvgtylR) nineteenth (of the month) 1-10

シュークリーム w>Ek>xHcd.us;vXud.tzDcd. cream puff 5-15

じゅうご 十五 wqH,J> fifteen 1-6

しゅうごう 集合 w>td.zSd. assembly, meeting 13-15

じゅうごにち 十五日 wqH,J>oD (vXwvgtylR) Fifteenth (of the month) 1-10

じゅうさん 十三 wqHoX thirteen 1-6

じゅうさんにち 十三日 wqHoXoD (vXwvgtylR) thirteenth (of the month) 1-10

しゅうじ 習字 w>uGJ;CHuGJ;vRpkvD> calligraphy 13-11,14-4

じゅうし 十四 wqHvGH> fourteen 1-6

じゅうじ 十時 wqHe.&H. ten o’clock 1-8

じゅうしち 十七 wqHEGH seventeen 1-6

じゅうしちにち 十七日 wqHEGHoD (vXwvgtylR) seventeenth (of the month) 1-10

ジュース w>txH juice 5-12

しゅうせいテープ 修正テープ rJ.xHxl;oHvHm correction tape 3-4

じゅうたい 渋滞 usJuwHm traffic jam 8-29

じゅうどう 柔道 uFL>'d>w>wrJ; Judo 14-4

じゅうなな 十七 wqHEGH seventeen 1-6



じゅうに 十二 wqHcH twelve 1-6

じゅうにがつ 十二月 vg'H.pJbX. December 1-10

じゅうにじ 十二時 wqHcHe.&H. twelve o’clock 1-8

じゅうににち 十二日 wqHcHoD (vXwvgtylR) twelfth (of the month) 1-10

じゅうにん 十人 ySRt*RwqH Ten persons 1-14

じゅうはち 十八 wqHCd; eighteen 1-6

じゅうはちにち 十八日 wqHCd;oD (vXwvgtylR) eighteenth (of the month) 1-10

じゅうまい 十枚 wqHubsH; ten sheets 1-14

じゅうまん 十万 wuvD> a hundred thousand 1-7

じゅうよっか 十四日 wqHvGH>oD (vXwvgtylR) fourteenth (of the month) 1-10

じゅうよん 十四 wqHvGH> fourteen 1-6

しゅうりします
（しゅうりする）

修理します
（修理する）

bSD*hRxD.w> do repairs 12-9

じゅうろく 十六 wqHCk sixteen 1-6

じゅうろくにち 十六日 wqHCkoD (vXwvgtylR) sixteenth (of the month) 1-10

しゅえい 守衛 bH.bXzd< bH.bXok; security guard 12-2

しゅきおびうんてん 酒気帯び運転 eD.odvh.vXoH;tw>'d.pdtzD　vm
driving under the influence

of alcohol
8-29

じゅぎょう 授業 uFdw>rRvd< wDR'X; school lessons, class 13-19

じゅぎょうさんかん 授業参観 rd>y>w>td.oud;wDR'X;
Parents’ classroom

visitations
13-21

じゅぎょうさんかん 授業参観
w>td.oud;wDR (rd>y>xD.'due.'D;

uG>'d;tzdvXuFd)

class visits (parents

observe their children in

school)

13-21

しゅくじつ 祝日 'DuvkmeHRobV national holiday 14-3

しゅくだい 宿題 [H.w>rR homework 13-19

しゅじゅつ 手術 w>ulpg,gbsgw>zH;w>rR medical operation 10-15

じゅっかい 十階 tuxXwqH tenth floor 1-15

しゅっちょう 出張 yeHmw>rRtw>vJRw>uhR business trip 12-10

じゅっぽん 十本 wqHbd (w>vXtbdz;xDwz.)
ten pieces (long cylindrical

things)
1-14

しゅにん 主任 ySRtcd. chief, head 12-11

じゅんびします
（じゅんびする）

準備します
（準備する）

w>td.uwJmuwDRo; prepare 12-8

じゅんびちゅう 準備中 vXw>uwJmuwDRt*D> In preparation for 8-29

しょうが wthwH> ginger 5-4

しょうかき 消火器 w>rRoHrh.tlt'X fire extinguisher
11-3、
12-15

しょうがくせい 小学生 primary school pupil 13-1

しょうかせん 消火栓 w>rRoHrh.tl fire hydrant 8-16

しょうがっこう 小学校 wDRzk.uFd primary school 8-10,13－1

しょうぎ 将棋 %Sd.uFH. ( ySR,y.zdtcFJ;(p) ) Shogi (Japanese chess) 14-4



じょうぎ 定規 yedbsX ruler 3-3

じょうきゃく 乗客 ySRvJRw>zd passenger 8-6

しようきんし 使用禁止 wb.pl;ug = banning the use (of ~) 12-15

しょうこうぐち 昇降口 yJ}wD< w>ylR[d hatch 13－4

しょうじ 障子 %Sd.uFH. (p;cdyJ}wDvXw>ok;tDR) Shoji (paper sliding door) 4-12

じょうず(な） 上手（な） vXttd.'D;w>ohw>b. skilful, good 16-4

しょうちゅう 焼酎 %Sd.ql. (oH;wuvkmvXySR,y.zdzD0J)
Shochu (Japanese distilled

liquor)
5-13

しょうてんがい 商店街 us;&dzSd. shopping mall 8-23

しょうどくやく 消毒薬 uoH.rRoHw>qgtC> disinfectant 10-9

しょうにか 小児科 zdo.tuoH.o&. pediatrics 10-13

しょうべん 小便 qH. urine 10-5

しょうぼうし 消防士 ySRrRyHmrh. fireman 12-1

しょうぼうしゃ 消防車 odvh.rRyHmrh.tl fire engine 8-17

しょうゆ 醤油 %Sd.,l. (xDeDmCh.xH) Shoyu (soy sauce) 5-6

ショール ,.vk;zd shawl 12-1 

しょくいんしつ 職員室 uFdo&.'X;< ySRrRw>zdt'X; teachers’ room, staff room 13－4

しょくぎょう 職業 w>zH;w>rR occupation, job 12-1

しょくどう 食堂 w>tD.rhR'X; cafeteria 12-8

しょくば 職場 w>rRvD> workplace 12-10

しょくぶつ 植物 w>rk>w>bd< w>rJw>rg plant, vegetation 9-10

しょくよくが　ない 食欲がない x;cd.wbJb. have no appetite 10-7

しょくりょうひん 食料品 w>tD.wz.< w>tD.w>tDyD;vD< foodstuffs, provisions 5-6

じょこう 徐行 go slowly 8-31

じょし 女子 ydmrk.zd girl 8-29

しょっきだな 食器棚 pdRqDxl. cupboard 4-5

しょっぱい  [D salty 5-17

しょどう 書道 w>uGJ;CHuGJ;vRpkvD>tw>ohw>b. the art of calligraphy 14-4

しょほうせん 処方箋 uoH.cd.< uoH.txHvJ prescription 10-17

ショルダーバッグ ショルダーバッグ xX.zHb.cd. shoulder bag 6-8

しり 尻 cHud> hips, buttocks 10-1

しりょくけんさ 視力検査 w>rRuG>rJmtw>xH. eyesight test 13-21

しろ 白 tvGJ>0g white 1-16

しんかんせん 新幹線
Shinkansen (New Trunk

Lime(super express))
8-15

シンク w>ohobH.vDcDt-wm sink 4-6

しんけい 神経 xl.ys>eXm< w>t,JRzdvXeD>cduh>*DRylR nerves 10-5



しんごう 信号 rh.zD; traffic lights 8-14

しんしつ 寝室 vD>rH'X; bed room 4-2

じんじゃ 神社 %S›.wd.w>vD>pDqSH Shinto shrine 8-11

しんせき 親戚 bl;wH> relatives 2-4

しんせつ(な） 親切 kind 16-7

しんぞう 心臓 o;zsX. heart 10-4

しんたいそくてい 身体測定 w>xd.w>wJmeD>cd physical measurements
10-17,
13-21

しんだんしょ 診断書 w>td.ql.td.cVvHmtk.o; medical certificate 10-17

しんちょう 身長 tupDRxD height
10-15,
13-21

しんでんず 心電図 o;pH.vJRw>tusdRt*DR electrocardiogram 10-16

しんねんかい 新年会 eH.xD.oDtrl; new year’s party 14-1

しんぶん 新聞 newspaper 4-10

しんぶんしゃ 新聞社 vHmw>upD.cDyeHm newspaper company 8-13

す す 酢 wRqH.xH vinegar 5-7

すいえい 水泳 swimming 13-15

すいか wJmwDo. watermelon 5-1

すいぞくかん 水族館 wvgbk.uG>uDn. aquarium 8-12

スイッチ switch 4-16

すいとう 水筒 xHtD'X canteen 13-22

すいどう 水道 w>[h.xH< xHvXt[JvXxHyDRedm water supply, tap water 4-7

すいはんき 炊飯器 oyXRzDrhR Rice cooker 4-4

すいようび 水曜日 rk>ysJR (rk>oXeHR) Wednesday 1-10

スーツ ulod;wpl. suit 6-1

スーツケース wvgpdmpk suitcase 6-8

スーパー yeHm&dus; supermarket 8-21

スープ uolxH soup 5-10

スープのもと スープの素 dried consommé 5-8

スカート puX; skirt 6-2 

スカーフ udmbH< udmy; scarf 6-6

すき（な） 好き（な） b.o; like 16-4

すきです（すき） 好きです（好き） b.ol.b.o;< b.o; I like it． 5-16

すきやき すき焼き Sukiyaki (Japanese food) 5-11

すくない 少ない pSR few 16-3

ずけい 図形 w>tuh>t*DR figure, diagram 13-13

ずこう 図工 w>whw>*DR'D;w>pkoht'GJvR drawing and manual arts 13-10

ずこうしつ 図工室 w>whw>*DR'D;w>pkoht'GJvR
drawing and manual arts

room
13－4



スコップ bDw&Dm shovel 12-12

すごろく
pl.ud.&d.ul.

(ySR,y.zdtw>*JRvdmuGJ)

Sugoroku (Japanese board

game with dice)
14-1

すし 寿司 pl.%SH. sushi 5-10

すしや 寿司屋 sushi restaurant 8-22

ずじょうちゅうい 頭上注意 uG>uhRecd. Watch your head! 8-28,12-15

すず 鈴 'XvGJ bell 13-17

すずしい 涼しい ck. cool 1-12

すすみます（すすむ） 進みます（進む） vJRqlng< vJRxD.vJRxD go forward, advance 7-10

すそ 裾 w>q;csH;qhuRtuElR
hem (bottom edge) of a

dress
6-3

スチュワーデス ubD,lRrk.AcGgwl>wrSHR flight attendant 12-2

ずつうが　します
（ずつうが　する）

頭痛がします
（頭痛がする）

cd.o.CHqg have a headache 10-7

すっぱい 酸っぱい vXtqH. sour 5-17

ステーキ *DRzH;n.ubs. beefsteak 5-10

すてます（すてる） 捨てます（捨てる） wXRuGHm< pl;uGHm throw away, discard 7-6

ストーブ vX>qD< z.uGm'X stove 4-16

ストッキング cD.zsD.z;xD stockings 6-3

ストライプ twdRyV stripe 6-4

ストロー (w>ql;tDxH) zs;pwH;yDRbd (drinking) straw 4-7

すな 砂 rJ; sand 9-5

スニーカ cD.zH;zsD. sneakers 6-6

スパゲッティ py.uh.wH.cDeDbd spaghetti 5-10

スパナ wr.rJ spanner, wrench 12-13

すばらしい すばらしい vDRurXur. wonderful 16-7

スピードいはん スピード違反 w>eD.odvh.cVM>w>ymyeD. speeding offense 8-29

スプーン eD.wXR spoon 4-5

すべりだい 滑り台 w>vdmuGJysDteD.wvl. playground slide 8-20

スポーツせんしゅ スポーツ選手 ySRvdmuGJzd sport athlete 12-2

ズボン zsD.cHxDcD. trousers 6-2

スポンジ ukRyD.vJ. sponge 4-6

すみません 0Ho;plRb.,R I’m sorry. 1-4,12-5

すもう 相撲 pl.rd.w>uedvdmo; Sumo wrestling 14-4

スモック スモック qhuRusDusDz;xD smock 13-24

スリッパ cD.zH;}wHm slippers 6-6

スリップちゅうい スリップ注意
CAUTION, SLIPPERY

WHEN WET
8-31

すわります（すわる） 座ります（座る） qh.eDR sit down, have a seat 7-1



せ せいかつ 生活 (ud;eHR'J;) w>td.rl (everyday) life 13－9

ぜいきん 税金 w>cdw>oGJ tax 12-10

せいさんかくけい 正三角形 eX.b.oXuElRCl equilateral traiangle 13-13

せいさんき 清算機 pJ;wl>vdmySRvJRw>uhRw>tvJ fare-adjustment machine 8-4

せいしゃいん 正社員 ySR'd;vJzdvXtvJRxD.vJRx　vXySJR full-fledged employe 12-11

せいと 生徒 student 2-5 

せいねんがっぴ 生年月日 eHRtd.zsJ. birthday 10-15

せいふく 制服 uFdzdulod; uniform 6-1

せいほうけい 正方形 eX.b.vGH>uElRCl regular tetragon, square 13-13

せいりせいとん 整理整頓
ymw>zdw>vHRuqSJuqSD'D;vXtvD>

tusJ

keeping things tidy and in

order
12-14

せいりつう 生理痛 ydmrk.tvk>tv>[J'D;w>qgtDR menstrual pain 10-7

セーター qhzsD.vXR sweater 6-1

セール セール w>qguGHmw> sale 8-24

セール sale 8-24

せきが　でます
（せきが　でる）

咳が出ます
（咳が出る）

ul; have a cough 10-6

せっけん 石鹸 q;yF. soap 4-14

セット set (of hair) 8-27

せつぶん 節分
pJ;pl.blR

(w>ud>xD.oDuwkRCDRteR)

Setsubun (eve of the first

day of spring)
14-1

せなか 背中 csXCH one’s back 10-1

せびろ 背広 ulod;wpl. (qhuRuFJ;uJ;) suit (jacket) 6-1

せまい 狭い tH. narrow 16-2

ゼリー ud.uvluvJ jelly 5-15

セルフサービス セルフサービス vXtyOR'D;rRtD.'.tw> self-service 8-25

ゼロ 0;u0DR zero 1-6

セロテープ w>us;pJ cellulose tape 3-3

セロリ zDCJ'd; celery 5-4 

せわします（せわする）
世話します
（世話する）

tH;xGJuG>xGJ take care, look after 15-1

せん 千 tuxd thousand 1-7

せん 栓 w>tcd.zsD.< eD.qGH stopper, cork 4-13

せんえん 千円 wuxd,J(e) one thousand-yen 1-13

せんげつ 先月 tylRuGHmwvg last month 1-11

せんざい 洗剤 q;yF.url.< q;yF.xH detergent, cleanser 4-6,4-14

せんしゅう 先週 tylRuGHmwEGH last week 1-11

せんせい 先生 uFdo&. teacher 2-5,12-1

せんせいに　うかがいます
（せんせいに　うかがう）

先生に　伺います
（先生に　伺う）

oHuG>(o&.rk.vXw>oHuG>wbD) ask (a teacher a question) 2-5



せんせんげつ 先々月 the month before last 1-11

せんせんしゅう 先々週 the week before last 1-11 

センター w>cX.o; center 3-5

せんたくき 洗濯機 pJ;q+.w> washing machine 4-16

せんたくします
（せんたくする）

洗濯します
（洗濯する）

q+.w> do washing 7-6

せんたくばさみ 洗濯ばさみ w>ulw>od;teD.wHm clothes peg 4-17

せんたくものを　とりこみます
（せんたくものを　とりこむ）

洗濯物を
取り込みます
（洗濯物を
取り込む）

vJRq+.w> take in the washing 7-6

せんたくものを　ほします
（せんたくものを　ほす）

洗濯物を干します
（洗濯物を干す）

bs;vDRw>q+.< vdvDRw>q+. hang out the washing 7-6

せんぬき 栓抜き eD.cGJ;yvD bottle opener 4-7

せんぱつ 洗髪 shampoo 8-27

せんぷうき 扇風機 vDrh.eD.0H>uok. electric fan 4-16

せんまん 千万 tuuGJ>wqH ten million 1-7

せんめんき 洗面器 ovXohw> washbasin 4-14

せんめんじょ 洗面所 w>ohw>t'X; washroom 4-2,8-29

せんめんだい 洗面台 ovXohw>vXtqXxX. washstand 4-14

せんろ 線路 vh.rh.tlusJ railroad 8-4

そ ぞう 象 uqD elephant 13-23

ぞうきん 雑巾
w>uH;nmxl;[H.<

w>uH;nmxl;w>url.
floor cloth, dust cloth 4-17

そうげん 草原 ysDvg[h grassland 9-7

そうこ 倉庫 yeHm'X; warehouse 3-5

そうさします（そうさする）
操作します
（操作する）

zH;w>rRw> operate 12-9

そうじき 掃除機 pJ;eD.cGJ vacuum cleaner 4-16

そうじします（そうじする）
掃除します
（掃除する）

rRuqSD clean (v) 7-6

そうじどうぐ 掃除道具 w>yD;w>vDrRuqSDw> cleaning things 13－6

そうじとうばん 掃除当番
duty of cleaning the

classroom
13-19

そうたいします
（そうたいする）

早退します
（早退する）

pH.vDRw>rRqd leave work early 12-8

そうだんします
（そうだんする）

相談します
（相談する）

w>td.zSd.wX.yD.oud;w> consult 12-8

そうめん そうめん
Somen (Japanese fine

noodle)
5-6

ソース w>Ch.xH sauce 5-7

ソーセージ xd;ySHmbd sausage 5-5

ソーダ pd.'> soda 5-12

そくたつ 速達 express delivery 8-9

そだてます（そだてる） 育てます（育てる） vk>'d.xD. raise, bring up 15-1



そつぎょうしき 卒業式 w>zsdxD.uFdtrl; graduation ceremony 13-21

そつぎょうします
（そつぎょうする）

卒業します
（卒業する）

graduate 15-1

そで 袖 phuRtpk'k. sleeve 6-3

そでなし 袖なし qhuRvXtpk'k.wtd.b. sleeveless 6-4

そば 蕎麦 pd.b>cDeDbd soba, buckwheat noodles 5-9

そばや 蕎麦屋 pd.b>cDeDus;
soba shop, buckwheat

noodles shop
8-22

そふ 祖父 zk grandfather 2-2

ソファー c;uykm sofa 4-9

そぼ 祖母 zH grandmother 2-2

そら 空 rluydmvdR sky 9-6

た たいいく 体育 eD>cdw>[l;w>*JRtw>rRvd physical education 13-10

たいいくかん 体育館 w>*JRvdeD>cdw>[l;*JRtvD> gymnasium 13－5

たいいん 退院 pH.vDRw>qg[H. leaving the hospital 10-15

たいおんけい 体温計 w>xd.ySRqgtw>ud> medical thermometer 10-6

だいがく 大学 zF.pdrdR university 8-10,13－1

だいがくせい 大学生 zF.pdrdRuFdzd university student 13－1

だいく 大工 ySRwhbSDw> carpenter 12-2

たいこ 太鼓 'X drum 13-17

だいこん 大根 ob.0gwH> radish 5-4

たいしかん 大使館 rD>oD0JR'X; embassy 8-11

だいしゃ 台車 vh.qD.pk handcart 12-13

たいじゅう 体重 w>tw,X>CX weight
10-15,
13-21

だいじょうぶ（な） 大丈夫（な） *hRvH< w>*h>uDwtd.b. okay, no problem 16-7

たいそう 体操 uh>*DRusXRw>*JRvd physical exercise 13-14

たいそうぎ 体操着 w>*JRvdeD>cdw>[l;*JRtultod; gym uniform 13-14

たいそうします
（たいそうする）

体操します
（体操する）

practice gymnastics 7-4

タイツ zsD.cH,lm tights 6-3

だいどころ 台所 z.uylRvD> kitchen 4-１

たいふう 台風 uvHRrk>o0H;z;'d. typhoon
1-12,9-6,
11-1

だいべん 大便 w>th.w>qH. excrement 10-5

たいやき 鯛焼き

fish shaped Japanese

hotcake containing sweet

soy bean jam
5-14

タイル [D.uk>cD< [D.uk>bh.b. tile 4-15

だえき 唾液 x;cd.xH saliva 10-5

タオル cd.zX.< w>uR towel 4-14 

たかい 高い upDRxD，upDRxD.xD high，expensive 8-24,16-1



たかゆかしきの　いえ 高床式の家 [H.vXtd.'D;tcD.z;xD raised-floor house 9-4

たき 滝 xHvDRql waterfall 9-3

タクシー odvh.'d;vJ taxi 8-17

タクシーのりば タクシー乗り場 w>ymodvh.'d;vJtvD> taxi stand 8-14

たけ 竹 0 bamboo 9-10

たけのこ 竹の子、筍 0.bD. bamboo shoot 5-3,9-10

たこ 蛸 uhrd. octopus 5-5

たこやき たこ焼き
y0J>w>tD.

(yD.vJ.y0J>w>tD.wuvkm)

Takoyaki (octopus

dumpling)
5-11

たしざん 足し算 w>rRtgxD.< w>ymzSd. addition, summation 13-12

たします（たす） 足します（足す） ymzSd. add 13-12

だします（だす） 出します（出す） xk;xD.uGHm take out 7-8

たずねます（たずねる） 尋ねます（尋ねる） oHuG> ask 15-4

たずねます（たずねる） 訪ねます（訪ねる） td.oud;< ud; visit, call 15-4

ただいま ,td.vX[H.vDRI i’m home. 1-3

たたきます（たたく） 叩きます（叩く） 'dwD>w> beat, hit 12-7,13-18

ただしい 正しい bSDb. correct 16-7

たたみ 畳 x.x.rH.csD. tatami mat 4-12

たたみます（たたむ） 畳みます（畳む） csH;xD. fold up 7-6

たちいりきんし 立ち入り禁止 wb.cDywmb.< [JEkmwohb.I
NO TRESPASSING, KEEP

OUT
8-28,12-14

たちます（たつ） 立ちます（立つ） qXxX. stand up 7-1

タッパー w>ymw>tD.t'X tupperware 4-6

たてます（たてる） 建てます（建てる） ol.xD.bSDxD. build 9-4

たてもの 建物 w>ol.xD. building 8-19

たな 棚 wyS>cd.< pD> shelf 4-9

たなばた 七夕 q.trl; Star festival 14-2

たに 谷 w>}wDR valley 9-3

たね 種 w>tcsH sheed 9-10

たのしい 楽しい vXtvDReHR< vDRol.yd>o;0; amusing, enjoyable 16-3

たのみます（たのむ） 頼みます（頼む） Chw>o;td.rRpXR< ChxD. ask a favor of, request 15-4

たばこ ngol; tobacco 4-10

たべさせます
（たべさせる）

食べさせます
（食べさせる）

vk>tD. feed 7-7

たべます（たべる） 食べます（食べる） tD. eat 7-2

たべもの 食べ物 w>tD. food 5-6

たまご 卵 qD'H. egg 5-6 

たまねぎ 玉葱 yoX*DRo. onion 5-3



ダム xHwrX. dam 9-5

タレント w>'k;eJ.wRv. on-screen talent 12-2

たわし x.0.%SH. (eD.-wLmpDw>) Tawashi (scrubbing brush) 4-6

タンク xH'Xx;z;'d. tank 4-15

ダンサー ySR*JRuvH.w>zd dancer 12-3

だんし 男子 ydmcGgzd boy 8-29

たんじょうびかい 誕生日会 eHRtd.zsJ.trl; birthday party 13-24

たんす 箪笥 pdRqDxl.vXttd.'D;tuxX cabinets 4-12

ダンスします（ダンスする） *JRuvH. dance 7-4

だんち 団地 [H.wX;'X;'d;vJ housing complex 8-19

だんどりします
（だんどりする）

段取りします
（段取りする）

w>&J.w>usJR plan, arrange 12-8

タンバリン yORo.bd tambourine 13-17

たんぼ 田んぼ pHmysD paddy field 9-3

ち ち 血 oGH. blood 10-5

ちいさい 小さい qH;udmzd small 16-1

チーズ w>Ek>xHvDRouR cheese 5-7

チェック check 6-4

ちえん 遅延 pJRcH delay 8-6

ちか 地下 vX[D.cd.zDvm underground 8-19

ちかい 近い bl;bl; near 16-1

ちかてつ 地下鉄 usJvX[D.cd.tzDvm subway 8-18

ちこくします
（ちこくする）

遅刻します
（遅刻する）

pJRcH be late 12-8

ちず 地図 [D.cd.*DR map 3-2

ちち 父 y> father 2-2

チャーハン 炒飯 rhRqJ;od fried rice 5-11

チャイム
[H.'XvGJ<

'XvGJvXtoD.'fw>o;0H.ed;tod;
chime 3-6

ちゃいろ 茶色 tvJG>C; brown 1-16

ちゃくせき 着席 qh.eDR Sit down, have a seat. 13-19

ちゃわん 茶碗 rhRcG;< eDrk>xHcG; rice bowl, teacup 4-5

ちゃわんむし 茶碗蒸し qD'H.[XrH 

Chawan-mushi (steamed

egg custard with chicken

and vegetables in it)

5-10

ちゅういほう 注意報 w>[h.yvD> (vXuvHRrk>< 'D;t*RI) Warning (for a storm etc.) 11-3

ちゅうか w±l;w>tD. Chinese food 5-18

ちゅうがくせい 中学生 junior high school　student 13-1

ちゅうがっこう 中学校 o;p>wDRxDuFd junior high school 8-10,13-1



ちゅうしゃ 注射 w>qJ;uoH. injection 10-6

ちゅうしゃきんし 駐車禁止 wb.ywkmodvh. No Parking 8-30

ちゅうしゃじょう 駐車場 w>ymywkmodvh.vD> parking lot 8-14

ちゅうもんします
（ちゅうもんする）

注文します
（注文する）

[h.vDRw>uvk> give an order 8-25

ちゅうりんきんし 駐輪禁止 w>wb.ymvh.,D>b.I No bicycles parking. 8-30

ちゅうりんじょう 駐輪場 w>'X;vh.,D>tu&X> bicycle-parking area 8-14

ちょう 腸 ySHm intestines 10-4

ちょうこくとう 彫刻刀 'Dpd;ysRw>< x;ysR engraving knife, chisel 13-16

ちょうせつします
（ちょうせつする）

調節します
（調節する）

usJRb.vdm< uXRCmw> adjust, control 12-9

ちょうほうけい） 長方形 eX.b.cHuElRCl rectangle 13-13

ちょうみりょう w>eXrleXqSDvX zDtD.uolt*D> seasonings 5-18

ちょうりじっしゅう 調理実習 w>zDtD.vdw> cooking practice 13-18

チョーク [D.cd.0g chalk 13－6

ちょくせん 直線 usdRbsX straight line 13-13

チョコレート cFD;uvJ; chocolate 5-14

ちょっかくさんかくけい 直角三角形 rectangular triangle 13-13

チョッキ qhuR,lm vest, waistcoat 6-3

ちょっと　まってください
ちょっと待って
ください

0Ho;plRtd.cd;wpdmzdI Please wait a moment. 12-5

ちりがみ ちり紙 xH%SLp;cd tissue paper 3-1,6-7

ちりとり ちり取り eD.xgw>urSHR dustpan 4-17

ちんぎん 賃金 w>tbl;tvJ wages 12-10

チンゲンサイ Chingensai (green) 5-4

つ ついたち 一日 vgxD.tcD.xH;woD first day of the month 1-10

つうか 通過 zsd< w>vJRcD*mw>tusJ pass, transit 8-6

つうこうどめ 通行止め
No Thoroughfare for

Vehicles
8-28

つうちょう 通帳 phwX;z;pyd; bank passbook 8-9

つうやく 通訳 ySRwJusd;xHw>< w>wJusd;xHw> interpreter, interpretation 12-3

つかれます（つかれる） 疲れます（疲れる） w>bSH;w>wDRo; get tired 10-7,15-4

つき 月 vg moon 9-6

つきます（つく） 着きます（着く） vJRwkRzJ< wkRCDR arrive at, reach 8-6

つきみ 月見 rkmvRo;ckvXvguyDR enjoying the moonlight 14-3

つくえ 机 c;uGJ;vHm desk 3-2,13－6

つくります（つくる） 作る rRuJxD. make 13-16

つけます（つける） td;xD. turn on 7-8

つけもの 漬け物 w>'d;qH. pickled vegetables 5-11



つたえます（つたえる） 伝えます（伝える） 'k;oh.ng notify, convey, tell 15-4

つち 土 [D.cd.< [D.cd.n.xh. earth, soil 9-10

つづける（つづけます） 続けます（続ける） rR'H;qlng< vJR'H;qlng continue 15-4

つつみます（つつむ） 包みます（包む） ,.vk;zd wrap 15-4

つなぎ qhuRzsD.cH overalls 12-13

つなぎます（つなぐ） 繋ぎます（繋ぐ） 'k;pJbl;< bs;pJ connect 12-7

つなみ 津波 pl.e.rH. tsunami 11-1

つば 唾 x;cd.xH spit 10-5

つま 妻 rg wife 2-4

つまさき つま先 cD.rk>cD.eX toe 10-3

つまみ w>urdm knob 4-7 

つまらない 　 vXtwxk;M>ySRo;< vDRuX. uninteresting, dull 16-3 

つめ 爪 pkrh.cD.rh. nail 10-2

つめきり 爪切り w>wHmpkrh. nail clippers 4-15

つめたい 冷たい ck.< w>*d>*Hm cold, chilly 5-17,16-2

つめたい 冷たい ck.< ck.*d> cold, chilly 5-17

つよい 強い *H>ql. strong 16-2

つりを　します
（つりを　します）

釣りを　します
（釣りを　する）

rRn.< CktD.n. fish 7-4

つれていきます
（つれていく）

連れて行きます
（連れて行く）

[H;M> ([Jpdm) Ckm'D;ySRw*R*R take (bring) someone with 7-5

つれてかえります
（つれてかえる）

連れて帰ります
（連れて帰る）

[H;M>([Jpdm)ySRw*R*Rql[H. take (bring) someone home 7-5

つれてきます
（つれてくる）

連れて来ます
（連れて来る）

[Jud;Ckm'D;ySRw*R*R bring someone with 7-5

て て 手 pk hand 10-1

ていきゅうび 定休日 eHRobV'ftnDEk>tod; regular holiday 8-29

Tシャツ qhuR,lmudmu0DRusDR T-shirt 6-1

ていしょく 定食 w>tD.wbsDtp&D set menu 5-11

ティッシュ xH%SLp;cd tissue paper 3-1,6-7

ティッシュペーパー xH%SLp;cd tissue paper 4-14,13-7

DVD 'H>0H>'H>vD,JRbh. DVD 4-16

テーブル pD>eDRcd. table 4-9

　 てがみ 手紙 vHmy&X letter 8-8

てがみを　だします
（てがみを　だす）

手紙を出します
（手紙を出す）

 qSX (vHmy&X) send，post (a letter) 8-8

できます（できる） oh can 12-5,13-20

できません wohb. can’t 12-5

でぐち 出口 exit 3-5,8-28

てくび 手首 pk'hudm wrist 10-3



デザイナー ySR'J;uH.'J;0hRw> designer 12-3

てさげぶくろ 袋 xX. string bag 13-7

デジカメ degital camera 4-16

テスト w>rRuG>Aw>'d;pJ; test / examination 13-19

てすり 手すり wdmx;< CDpkzD. railing, handrail 4-10

てちょう 手帳 vHmuGJ;eD.w>zd pocket notebook 6-8

てっきょう 鉄橋 vh.rh.tlusJtwdR railway bridge 8-16

てつだいます
（てつだう）

手伝います
（手伝う）

rRpXR< wdpXRrRpXR help, lend a hand 8-16,15-4

てつぼう 鉄棒 w>w0H>o;twdRbd Horizontal bar 13-14

てどり 手取り cdoGJw>[JEkm0HR after tax income 12-10

てのこう 手の甲 pkngcd. Back of the hand 10-3

てのひら 手のひら pkv. The palm of the hand 10-3

デパート yeHm&dzSd.us; Department store 8-22

てぶくろ 手袋 pkzsD. gloves 6-5,12-12

でます（でる） 出ます（出る） [;xD. go out 3-5,7-8

てら 寺 w>vk>[H. temple 8-11

テレビ uGJR[lzsg television
3-6．4-
10,4-16

テレビの　うしろ テレビの後ろ behind the television 1-18

テレビの　まえ テレビの前 in front of the television 1-18

テレビの　よこ テレビの横 bisides the television 1-18

てを　あげます
（てを　あげる）

手を上げます
（手を上げる）

,lmxD.pk raise hand 13-20

てん 点 eD.w0H; comma 13-11

てんいん 店員 p&h store clerk 12-1

てんき 天気 rlcd.uvHRoD.*DR weather 1-5

でんき 電気 vDrh.tl electricity, light 3-2

でんきや 電気屋 vDrh.tlw>yD;w>vDtus; electric appliance shop 8-21

でんきゅう 電球 vDrh.tlo. electric bulb 4-16 

てんけんします
（てんけんする）

点検します
（点検する）

CdxHorHord; inspect、check 12-8

でんしゃ 電車 vh.rh.tlvDrh. electric train 8-4、8-18

てんじょう 天井 w'dvm'g ceiling 4-2 

でんしレンジ 電子レンジ rJ;_cd.0h;z.uGm microwave oven 4-4 

でんしんばしら 電信柱 vDwJpdtwX. telephone pole 8-14

てんすう 点数 mark, grade 13-19

でんち 電池 vDth. battery 4-16 

でんちゅう 電柱 vDwJpdtwX. telephone pole 8-14



てんちょう 店長 us;w>rRcd. shop manager 12-11

てんてき 点滴 w>oGDtHo.xH intravenous drip 10-17

てんどん xJyl.&.qJ;od'D;rhR Tempura rice bowl 5-10

てんぷら 天ぷら xJ.yl.&. tempura 5-10

でんわ 電話 vDwJpd telephone
3-6,4-9,
8-15

でんわします
（でんわする）

電話します
（電話する）

call, telephone 7-3

と ドア yJ}wD door 4-1

トイレ w>[;vD> toilet 4-2

トイレットペーパー w>[;vD>p;cd toilet paper 4-15

どう　いたしまして eb.w>wl>vdmrkmeR You are welcome. 1-2

とうあんようし 答案用紙 vHmw>pH;qX answer paper 13-19

とうがらし 唐辛子 rd>[Jo.*DR red pepper 5-3 

どうぞ 0Ho;plR please 1-3

とうだい 灯台 rh.tlxl. lighthouse 9-5

とうてん 読点 eD.w0H; comma 13-11

とうばん 当番 w>rRtqXuwD> shift, duty 13-19

とうふ 豆腐 xd.zl. (yJqH.xHvDRouR) tofu (soybean curd) 5-7

どうぶつ 動物 q.zduD>zd animal 13-23

どうぶつえん 動物園 q.zduD>zdu&X> zoo 13-22

どうも w>bsK; thanks 1-3

とうもろこし corn 5-4

とうゆ 灯油 &h.eD.od kerosene 8-22

どうりょう 同僚 ySRrRoud;w>zd colleague 12-11

どうろ 道路 usJ road 8-14

どうろとうけつちゅうい 道路凍結注意
uG>xD.pguG>rlcd.zDw>td.o;vXusJt

zDcd.

Watch out for the icy

conditions of the road.
8-31

どうろひょうしき 道路標識 odvh.ud;rHRw>vJRw>uhRtyeD. Traffic sign 8-31

どうろひょうしき 道路標識 (usJrk>usJbd) w>yeD. (traffic) sign 8-31

とお 十 wqH ten 1-14

とおい 遠い ,HR far 16-1

とおか 十日 wqHoD (vXwvgtylR) tenth (of the month) 1-10

トースター w>u.ud.yD.rl; toaster 4-4

ドーナツ ud.xHzSH. doughnut 5-14

とおります（とおる） 通ります（通る） vJRql go through, go along 8-15

とかげ とかげ 'Dvh> lizard 13-23

とけい 時計 uG> watch、clock
3-2,4-9,
6-7,13-6

どけます（どける） 　 ok;uGHm< xk;uGHm remove 12-6



どこ w>vD>zJvJ. where 1-18

とこや 床屋 us;wHmcd. barbershop 8-22、12-2

としこしそば 年越し蕎麦 cDeDvXw>tD.tDRvXeH.qJ;qXteR
buckwheat noodles eaten

on new year’s eve
14-3

としとった 年取った old, aged 16-5

どしゃくずれ 土砂崩れ mudslide 11-1

としょ 図書 books 13-6

としょかん 図書館 vHm&d'X; library 8-11

としょしつ 図書室 vHm&d'X;tuql; library room 13－4

どそくげんきん 土足厳禁
Outdoor shoes strictly

prohibited.
8-30

とっきゅう 特急 vh.rh.tlvXtcV special express train 8-6

ドッジボール w>zsX.ovX.zd< bD(v)zd dodge ball 13-14

とって 取っ手 w>twd>< w>tpkzD. handle 4-7

どて 土手 xHwDbd< w>wDCmxHusduyR embankment 9-7

とどけます（とどける） 届けます（届く） pdmqSX< qSXCDRw> deliver 15-4

となり 隣り next 1-18

とびだしちゅうい 飛び出し注意
yvD>o;vXySRw*R*R[;vXusJrk>cd.M

.wuh>I

Take care of someone’s

leaping out to the road!
12-15

とびばこ 飛び箱 wvgupDRxDw>vdmuGJ vaulting horse 13-14

とびます（とぶ） 飛びます（飛ぶ） ,lR fly 15-4

とびます（とぶ） 飛びます（飛ぶ） zk jump 13-16

トマト wuDRqH.o. tomato 5-3

とまります
（とまる）

止まります
（止まる）

td.ywkm come to a stop 7-10

とまれ 止まれ ywkmI Stop! 8-28,12-15

とめます（とめる） 止めます（止める） ywkm stop 7-10,12-6

ともだち 友だち wHRoud; friend 2-5

どようび 土曜日 rk>bl.eHR (rk>CkeHR) saturday 1-10

とら 虎 bD.od. tiger 13-23

トライアングル w>oXeX. triangle 13-17

ドライバー ySReD.odvh. driver 12-12

ドライヤー ドライヤー pJ;rRCholxD.w> dryer 4-14 

トラック odvh.y'X; truck 8-17

トラックでいりぐち トラック出入り口 usJpXRvXodvh.y'X;t*D> gateway for the trucks 8-28,12-15

どらやき どら焼き
Japanese small hotcake

with sweet soy bean jam
5-15

とり 鳥 xd. bird 9-8,12-15

とりあつかいちゅうい 取扱注意 [H;w>zD.w>vXw>yvD>o;tylRI handle with care! 12-15

とりかえます
（とりかえる）

取り替えます
（取り替える）

vJvdm< cDvJ exchange 15-5



とりこみます
（とりこむ）

取り込みます
（取り込む）

take in 7-6

とりにく 鳥肉 qDn. chicken 5-5

とります（とる） 取ります（取る） [H;M> take 7-8,12-6

とります（とる） 撮ります（撮る） 'dw>*DR take a picture 7-8

ドリル x;ysHm drill 12-13

トレーナー ySRod.vdw> trainer 6-1

ドレッシング w>pH>Cgtw>Ch.xH dressing 5-7

どろ 泥 uyHm dirt 9-4

とんかつ 豚かつ xd;n.tuh pork cutlet 5-10

な ないか 内科 eD>cd'GJylRt*D>uoH.uoD internal medicine 10-13

ナイフ 'D knife 4-5

なおります（なおる） 治ります（治る） td.ql.xD.uhR recover from (a disease) 10-7

なおれ ,gbsg Return to the former state. 13-15

なか 中 in, inside 1-18

ながい 長い xD long 16-1

ながぐつ 長靴 cD.zH;bl; rubber boots 6-5

ながズボン 長ズボン zsD.cHxDcD. trousers 6-4

ながそで 長袖 qhuRxDpk long sleeve 6-4

なかゆび 中指 pkrk>wd< pkrk>pXR middle finger 10-3

なきます（なく） 泣きます（泣く） [D. cry 15-5

なくなります
（なくなる）

亡くなります
（亡くなる）

pl;uGHmo; pass away (die) 15-1

なげます（なげる） 投げます（投げる） uGHm throw 13-16

なし 梨 oh.wDo. pear 5-1

なす wuDRuGJRo. eggplant 5-3

なつ 夏 w>ud>cg summer 1-12

なつかしい 懐かしい w>oh.eD.vXt*hR sweet happy (memories) 16-7

ナット x;0Hmcd. nut 12-13

なっとう 納豆 e.wd. (,y.xDeDmtk.) natto (fermented soybeans) 5-7

なつやすみ 夏休み w>ud>cguFdys>uok. summer vacation 14-2

なな 七 EGH seven 1-6

ななかい 七階 EGHuxXwuxX seventh floor 8-19

ななじゅう 七十 EGHqH seventy 1-7

ななつ 七つ EGH seven 1-14

ななにん 七人 1-14

ななひゃく 七百 EGHu,R seven hundred 1-7

ななほん 七本 EGHbd
seven pieces (long

cylindrical things)
1-14



ななまい 七枚 EGHbh. seven sheets 1-14

なのか 七日 EGHoDwoD (vXwvgtylR) seventh (of the month) 1-10

ナプキン w>xGgpk napkin 4-7

なふだ 名札 rHRbs;pJtzk. name tag 3-1,13－7

なべ 鍋 oyXR'D;rDc. pots and pans 4-4

なべしき 鍋敷き oyRtwcl pot stand 4-7

なべつかみ 鍋つかみ pkpdmwcl< eD.pkpdmbH pot holder 4-7

なべもの 鍋物 w>tD.w>tDvXw>zDtDRvXrDc.ylR food cooked in a pot 5-11

なまず 鯰 n.ud. catfish 9-8

なみだ 涙 rJmxH tear 10-5

ならいます（ならう） 習います（習う） rRvdrR'd; learn, take lessons 13-20

ならします（ならす） 鳴らします(鳴らす) rRoD.w>uvk>< w>uvk>oD. ｂlow 13-18

ならべ 並べ Stand in a line。 13-15

ならべます（ならべる） 並べます（並べる） qD&J.vDRw>
line things up, put thing

side by side
12-6

なります（なる） become 15-5

なわ 縄 ysHR rope 12-12

なわとび 縄飛び w>zkysHR rope skipping 13-14

なんがつ 何月 zJvJ.wvgvJ.I what month 1-11

なんこ 何個 qH;tgvJ. how many 1-15

なんさい 何才、何歳 o;td.ySJReH.vJ. how old 1-15

なんじ 何時 qXuwD>zJvJ. what time 1-8

なんにち 何日 wvgtylRzJvJ.woDvJ.I what day of the month? 1-11

なんにん 何人 ySJR*RvJ. how many person 1-14

なんねん 何年 ySJReH.vJ. how many years 1-11

なんばい 何杯 ySJRcG;vJ. how many cups 1-15

なんびき 何匹 ySJR'kvJ. (w>zdw>vHR) how many (creatures) 1-15

なんぷん 何分 ySJRrH;eH;vJ. how many minutes 1-9

なんぼん 何本 ySJRbdvJ. (w>vXtbdz;xDwz.)
how many pieces (long

cylindrical things)
1-14

なんまい 何枚 ySJRbh.vJ. how many sheets 1-14

なんようび 何曜日 wEGHtylRzJvJ.woDvJ. what day of the week? 1-11

に に 二 cH two 1-6

にかい 二階 cHuxXwuxX second floor 8-19

にがい 苦い vXtc. bitter 5-17

にがつ 二月 vgzhR-bLRtg&HR February 1-10

にぎやか（な） 賑やか（な） ySJR*H>ySJRbg< vXttJ.yuXRw> lively, gay 8-25,16-4

にく 肉 w>zH;w>n. meat 5-5



にくや 肉屋 us;qgw>zH;w>n. meat shop 8-21

にげます（にげる） 逃げます（逃げる） pH.uGHm< Ch>uGHm run away 15-5

にざかな 煮魚 n.csD boiled fish 5-10

にじ 二時 cHe.&H. two o’clock 1-8

にじ 虹 wX>uGJR reinbow 9-6

にしぐち 西口 w>[;xD.vXrk>Ekm West exit 8-5

にじゅう 二十 cHqH twenty 1-6

にじゅういちにち 二十一日 cHqHwX twenty one 1-10

にじゅうくにち 二十九日 cHqHcGHoD (vXwvgtylR)
twenty ninth (of the

month)
1-10

にじゅうごにち 二十五日 cHqH,J>oDwoD (vXwvgtylR) twenty fifth (of the month) 1-10

にじゅうさんにち 二十三日 cHqHoXoD (vXwvgtylR) twenty third (of the month) 1-10

にじゅうしちにち 二十七日 cHqHEGHoD (vXwvgtylR)
twenty seven (of the

month)
1-10

にじゅうににち 二十二日 cHqHcHoD (vXwvgtylR)
twenty second (of the

month)
1-10

にじゅうはちにち 二十八日 cHqHCd;oD (vXwvgtylR)
twenty eighth (of the

month)
1-10

にじゅうよっか 二十四日 cHqHvGH>oD (vXwvgtylR)
twenty fourth (of the

month)
1-10

にじゅうろくにち 二十六日 cHqHCkoD (vXwvgtylR) twenty sixth (of the month) 1-10

にせんえん 二千円 cHuxd = ,J (e) two thousand-yen 1-13

にちようび 日曜日 rk>'J;her (rk>td.bSH;teHR) Sunday 1-10

にひゃく 二百 cHu,R two hundred 1-7

にぼし 煮干し dried small sardines 5-8

にほん 二本 cHbd (w>vXtbdz;xDwz.)
two pieces (long cylindrical

things)
1-14

にほんしゅ 日本酒 ph;(ySR,y.zdtoH;wuvkm) Sake (Japanese sake) 5-13

にまい 二枚 cHbh. two sheets 1-14

にます（にる） 似ます（似る） vDR*m'D; be (look) like, resemble 15-5

にます（にる） 煮ます（煮る） csD stew 7-7

にゅういん 入院 w>ulpgo;vXw>qg[H. hospitalization 10-15

にゅうがくしき 入学式 w>td;xD.uFdtrl; school entrance ceremony 13-21,14-2

にゅうがくします
（にゅうがくする）

入学します
（入学する）

enter the school 15-1

にょうけんさ 尿検査 w>orHord;uG>qH. urine analysis 10-16

にわ 庭 u&X> garden 4-1

にわとり 鶏 qDwz. chickens 9-8

にんじん 人参 ob.*DRwH> carrot 5-3

にんしんします
（にんしんする）

妊娠します
（妊娠する）

td.xD.'D;[k;o; get pregnant 10-8,15-1

にんにく yoX0go. garlic 5-3

ぬ ぬいぐるみ 縫いぐるみ w>*DRzdvdmuGJ stuffed toy 4-10



ぬかるみ uyHm< z.url. mud 9-4

ぬぎます（ぬぐ） 脱ぎます（脱ぐ）  bh.vDR (cD.zH;) take off 6-6

ぬすみます（ぬすむ） 盗みます（盗む） [k.w> steal 15-5

ぬりぐすり 塗り薬 uoH.zSL ointment 10-9

ぬります（ぬる） 塗ります（塗る） zSLxD.w>tvGJ> paint 12-7,13-16

ね ネイルサロン w>qJ.CHpkrh.tus; nail salon 8-27

ねぎ ,y.yusXbd Japanese leek 5-4

ネクタイ udmpX necktie 6-5

ねこ 猫 o.rH,DR cat 9-8

ねずみ 鼠 ,k> rat, mouse 9-8

ねつが　あります
（ねつが　ある）

熱があります
（熱がある）

w>ud>xD. have a temperature 10-6

ネックレス zJ necklace 6-6

ねまき 寝巻き qhuRrH pajamas 6-1

ねます（ねる） 寝ます（寝る） uhRqlvD>rH go to bed 7-2

ねむい 眠い rHch sleepy 16-6

ねむれません
（ねむれない）

眠れません
（眠れない）

rHwM>b. can’t get to sleep 10-7

ねんがじょう 年賀状 eH.xD.oDc;uh new year’s card 8-9,14-1

ねんどあそび 粘土遊び *JRvdmuGJ'D;uyHm play with clay 13-24

の　うしろ（～の　うしろ） ～の後ろ vXuJGR[lzsgtvD>cH behind 1-18

の のう 脳 cd.Elm brain 10-4

のうか 農家 pHm'J farm house 12-2

ノースリーブ vXtpkwtd.b. (qhuR) sleeveless 6-3

ノート vHmuGJ;eD.w> notebook 3-3

のこぎり 鋸 vG; saw 12-12

のど 喉 udm,l> throat 10-2

のどが　かわきました
（のどが　かわいた）

喉が渇きました
（喉が渇いた）

vXto;olxH thirsty 5-16

のどが　かわきます
（のどが　かわく）

喉が渇きます
（喉が渇く）

vXto;olxH become thirsty 10-8

のはら 野原 pHmysDz;vJ> open field 9-4

のぼせます（のぼせる） rJmxD.*DRegxD.*DR
have a rush of blood to the

head
10-8

のぼりぼう 登り棒 w>vdmuGJxD.w>twX. climbing bar 13－5

のみほうだい 飲み放題
can drink as much as one

like for ～yen
8-26

のみます（のむ） 飲みます（飲む） tD drink 7-2

のみもの 飲み物 w>ck.xH
beverage, something to

drink
5-12

のり 海苔 yD.vJ.xHCH. seaweed 5-7

のり 糊 w>txHyHm paste 3-3



のりかえます
（のりかえる）

乗り換えます
（乗り換える）

qSXcD< qDwvJ (0HpdmwDqSX)
transfer, change

(transport)
8-5

のります（のる） 乗ります（乗る） 'd;xD.< xD.ql (0HpdmwDqSX)
take, get on, board

(transport)
8-5

のりもの 乗り物 odvh.< ubD (0HpdmwDqSX) vehicle, vessel (transport) 8-17

は は 葉 oh.v. leaf 9-10

は 歯 rJ tooth 10-4

パーキングメーター ywkmeD.xd.< w>ywkmodvh.eD.xd. parking meter 8-15

パート e.&H.cDz;w>rR part time job 12-11

ハートがた ハート型 o;t*DR heart shape 1-17

パーマ permanent wave 8-27

ハーモニカ we>tl harmonica 13-17

ハーモニカ harmonica 13-17

はい 肺 yod. lung 10-4

はい（～はい） ～杯 w>tcG; ~ cups of 1-15

ぱい（～ぱい） ～杯 w>tcG; ~ cups of 1-15

はいいろ 灰色 tvGJ>C; gray 1-16

はいざら 灰皿 rdmth.'X ashtray 4-10

ばいてん 売店 us;zdqgw>upJ;upD; kiosk, stand 8-5

パイナップル eJ;o. pineapple 5-1

ハイヒール cD.zH;xDcH high heels 6-6

はいゆう 俳優 cGg*JR'd actor 12-3

はいります（はいる） 入ります（入る） EkmvDR enter 3-5,7-8

パイロット ySReD.ubD,lR pilot 12-2

はか 墓 w>oG.cd. grave 8-12

はが　いたい 歯が痛い rJqg have a toothache 10-6

はがき 葉書 vHmzd;pc;uh postcard 8-8

はかり 測り、量り pDRyD> scales, gauge 4-7,12-13

はきけが　します
（はきけが　する）

吐き気がします
（吐き気がする）

[XzXtw>qg feel sick at the stomach 10-7

はきます（はく） 履きます（履く） 'd;xD. (cD.zH;)< ulxD.od;xD. (zsD.cH) wear (shoes, pants) 6-2,6-5

はくさい 白菜 w%l;ob.bd.cd. Chinese cabbage 5-4

はくぶつかん 博物館 w>ymuG>uDvD> museum 8-12

バケツ xHpJR bucket 4-17

はけんしゃいん 派遣社員 wpd>wvD>ySRrRw>zd temporary staff 12-11

はこ 箱 wvg box 1-18

パゴダ Cd. pagoda 9-4

はこの　なか 箱の中 vXwvgtylR in the box 1-18



はさみ 鋏 x;&H; scissors 3-3

はし 箸 eD.wHmbd chopsticks 4-5

はし 橋 wdR bridge 8-14

はしご 梯子 CD ladder 12-13

はじめまして 初めまして erR'fvJ.I how do you do? 1-1

はじめます（はじめる） 始めます（始める） p;xD. begin, start 7-1

パジャマ qhuRrH pajamas 6-1

ばしょ 場所 w>vD>w>usJ place 8-17

はしります（はしる） 走ります（走る） Ch>< pH. run 7-4

バス  bus 8-17

バスタブ w>vk.xHusD; bathtub 4-14

バスてい バス停 odvh.bX;(p)ywkmtvD> bus stop 8-14

パセリ uDRvRw>eXrl'd; parsley 5-4

パソコン cD.zFLxX.vXySReD>up>pl;ug0J personal computer 3-6,4-16

バター xDy; butter 5-7 

はだいろ 肌色 ySRunDzH;bh.tvGJ> flesh color 1-16

はたけ 畑 pH.ysD farm, field 9-3

はたらきます（はたらく） 働きます（働く） w>zH;w>rR work, labor 12-7,15-1

はたを　おります
（はたを　おる）

機を織ります
（機を織る）

xgw> weave 9-4

はち 八 Cd; eight 1-6

はちかい 八階 Cd;uxX eighth floor 8-19

はちがつ 八月 vgtDul; august 1-10

はちじ 八時 Cd;e.&H. eight o’clock 1-8

はちじゅう 八十 Cd;qH eighty 1-7

はちにん 八人 ySRCd;*R eight persons 1-14

はちまい 八枚 Cd;bh. eight sheets 1-14

はつか 二十日 toDcHqH (vXwvgtylR) twentieth (of the month) 1-10

はつでんしょ 発電所 vD*H>[D.oM power plant 9-5

はっぱ 葉っぱ leaf 9-10

はっぴゃく 八百 Cd;u,R eight hundred 1-7  

はっぽん 八本 Cd;bd (w>vXtbdz;xDwz.)
eight pieces (long

cylindrical things)
1-14

パトカー yXRuD>odvh. patrol car 8-17

はな 花 zD flower 9-10

はな 鼻 nose 10-2

はなが　つまります
（はなが　つまる）

鼻が詰まります
（鼻が詰まる）

eg'hylRwHmbH; have a blocked nose 10-8

はながら 花柄 floral print 6-4



はなします（はなす） 話します（話す） yd.oud;wJoud;w> have a talk 7-1

バナナ wuGHo. banana 5-1

はなや 花屋 flower shop 8-21

はなや 花屋 zDtus; flower shop 8-21

はは 母 rd>< rd mother(one’s own mother) 2-2

パパイヤ uGHpHo. papaya 5-2

はブラシ 歯ブラシ w>xl;rJbd toothbrush 4-14

はみがきこ 歯磨き粉 uoH.xl;rJ toothpaste 4-14

ハム xd;uH.'k.Ch ham 5-5

はやい 速い cV fast 16-2

はら 腹 [XzX belly, tummy 10-1

はらいます（はらう） 払います（払う） [h.tyOR pay 8-23

はり 針 x;yeJm needle 4-17,13-18

はる 春 w>ud>xD.oDtuwD> spring 1-12

はれ 晴れ rlcd.uvHRoD.*DR*hR fine weather 1-5

パレット wDcl pallet of paints 13-16

はれます（はれる） 晴れます（晴れる） rRysDuGHm clear up, clear off 1-5

はを　みがきます
（はを　みがく）

歯を磨きます
（歯を磨く）

xl;rJ brush one’s teeth 7-2

パン ud. bread 5-9

ハンガー eD.bs;qhuR hanger 4-17

ハンカチ w>0gzd handkerchief
3-1,6-7,
13-7

はんこ 判子 (eD>up>'.0J)w>pJyeD. (personal) seal 8-9,4-10

パンこ パン粉 ud.tvDRzSH. breadcrumb 5-8

ばんごはん 晩ご飯 [gcDw>tD. supper，dinner 5-9

はんズボン 半ズボン zsD.cHzk.cD. short trousers 6-4

ばんせん（～ばんせん） ～番線 ysJ>pD>(usdReD.*H>) platform (track no.) ~ 8-4

はんそで 半袖 qhuRzk.pk half sleeve 6-4

パンダ w>ol0grJm panda 13-23

パンツ zsD.cHzd,zsD.cHxDcD. underpants,trousers 6-2

はんとう 半島 [D.ursdR peninsular 9-5

バンドエイド zs;pxX. Band-Aid 10-9

ハンドバック xX.pdmpk handbag 6-8

ハンバーガー ud.w>n. hamburger 5-9

ハンバーガーショップ ud.w>n.tus; hamburger shop 8-22

ハンマー cH.cl. hammer 12-12

パンや パン屋 bakery 8-21



パンや パン屋 ySRwhud.vD> bakery 8-21

ひ ピアス e>'H;wk>zsd pierced earring 6-6

ピアノ we>ySD>pk piano 13-17

ビーカー xH'XvXttd.'D;tedm beaker 13-13

ヒーター pJ;rRud>[H. heater 4-16

ピーナッツ obh[D.vm peanut 5-8

ピーマン rd>[Jo.qX sweet pepper 5-4

ビール bH,X.< oH;p> beer 5-13

ひがしぐち 東口 rk>xD.usJ[;xD. East exit 8-5

ひかります（ひかる） 光ります（光る） uyDR< uyDRrsmrsm shine, glitter 15-5

ひき（～ひき） ～匹  (xGH.< o.rH,DR< t*RI) ~ (dogs, cats, etc.) 1-15

びき（～びき） ～匹   (xGH.< o.rH,DR< t*RI) ~ (dogs, cats, etc.) 1-15

ぴき（～ぴき） ～匹   (xGH.< o.rH,DR< t*RI) ~ (dogs, cats, etc.) 1-15

ひきざん 引き算 w>xk;uGHm subtraction 13-12

ひきだします（ひきだす）
引き出します
（引き出す）

xk;xD.uGHm pull out, draw (maney) 8-9

ひきにく ひき肉 ground meat 5-5

ひきます（ひく） 引きます（引く） xk; pull 7-9

ひきます（ひく） 引きます（引く） xk;uGHm subtract 13-12

ひきます（ひく） 弾きます（弾く） 'h (w>'hw>tl) play (instrument) 7-4,13-18

ひくい 低い zk. low 16-1

ひげ c.ql. beard 10-4

ひげそり ひげ剃り 'DvlRc.ql. shaving shaver 4-14

ひげを　そります
（ひげを　そる）

ひげを剃ります
（ひげを剃る）

vlRuGHm (ql.) shave 7-3

ひこうき 飛行機 ubD,lR airplane 8-18

ひこうじょう 飛行場 ubD,lRysD airport 8-18

ひざ 膝 cD.'hudm knee 10-1

ピザ ud.zH.p. pizza 5-11

ひじ 肘 pkeX.cH elbow 10-1

びじゅつかん 美術館 w>ymuG>uDw>t'X; art museum 8-12

ひじょうぐち 非常口 *h>*D>tlusJ[;xD. emergency exit
3-5,8-29,
12-14

ビス x;y0Hm screw 12-13

ビスケット ud.pSd;Ch biscuit 5-14

ひたい 額 fofhead 10-3

ひだり 左 tph. left 1-18

びっくりします（びっくりする） urXur. be surprised 15-2



ひっこします
（ひっこす）

引っ越します
（引っ越す）

ok;to;ql move to 15-1

ビデオカメラ w>'dw>*DRrl'X video camera 3-6

ビデオショップ ビデオショップ bH>'H>td.us; video shop 8-22

ひと 人 ySR[D.cd.zd human being 2-1,2-5

ひとさしゆび 人差し指 pkrk>,lm index finger 10-3

ひとつ 一つ wX one 1-14

ひとり 一人 ySRw*R one person 1-14

ひなにんぎょう 雛人形

[he.M,d.ydmrk.t*DRzd

(w>*DRzdvXw>'k;eJ.ymzsg

tDRzJydmrk.trl;tuwD>)

Hina-ningyou (dolls

displayed at the Girls’

Festival)

14-2

ひなまつり 雛祭り ydmrk.trl;tyGJ (vgrR%S; 3 oD) Girls’ Festival (March 3rd) 14-2

ひなんくんれん 避難訓練 w>Ch>ylRzsJ;o;tw>rRvd evacuation drill 13-22

ひふ 皮膚 zH;bh. skin 10-4

ひふか 皮膚科 w>ulpg,gbsgzH;bh.w>qgyDng dermatology 10-13

ひま（な） 暇（な）
w>qXuwD>obV<

w>csK;w>';tuwD>
have free time 12-6,16-4

ひもの 干物 n.Ch<w>tD.Ch dried fish, dry food 5-8

ひゃく 百 wu,R hundred 1-7

ひゃくえん 百円 wu,R = ,J(e) one hundred-yen 1-13

ひゃくえんショップ 百円ショップ 100 = ,J(e) tus; 100-yen shop 8-22

110ばん　*ひゃくとおばん １１０番 (*h>*D>tlyXRuD>vDwJpdeD.*H>) 110
(emergency police tel.

number) 110
11-3

119ばん　*ひゃくじゅうきゅうばん１１９番
*h>*D>tlodvh.wDySRqg'D;*h>*D>tlodvh.

rRoHrh.tlvDwJpdeD.*H>) 119

(ambulance and fire

brigade emergency tel.

number.) 119

11-3

ひゃくまん 百万 wuuGJ> a million 1-7

ひやします
（ひやす）

冷やします
（冷やす）

chill 5-16 

びょういん 病院 w>qg[H. hospital 8-11

びよういん 美容院 w>qJ.CHtus; beauty parlor 8-27

びょういんの　となり 病院の隣り
qlngw'X;vXtbl;u;wH>'D;w>qg[H

.
next door to the hospital 1-18

びょうき 病気 w>ql;w>qg disease 10-8

びようし 美容師
ySRrRCHrRvRw><ySRrRCHrR

vRcd.ql.
beautician, hair stylist 12-2

びょうしつ 病室 ySRql;ySRqgt'X; hospital (patients) room 10-14

ひらがな 平仮名 [h.&.u.e. (,y.tvHmrd>yS>)
hiragana (Japanese

syllabary)
13-11

ひる 昼 eHRw0m midday 1-9

ビル w>ol.xD. building 8-19

ひるごはん 昼ご飯 rk>xl.w>tD. lunch 5-9

ひるね 昼寝 w>rHwpd>zdvXrk>Ch>vDR afternoon nap 13-24



ひるやすみ 昼休み
w>td.bSH;zJrk>xl.<

rk>xl.w>tD.tw>td.bSH;
noon recess, lunch break 13－9

ひろい 広い vXtvJ> spacious 16-2

ひろいます（ひろう） 拾います（拾う） xXxD.w> pick up 7-10

びん 瓶 yvD bottle 4-7

ピンク tvGJ>*DRp> pink 1-16

びんせん 便箋 vHmw>y&Xtp;cd letter paper 8-8

ふ ファイル vHm}wHm file 3-4

ファイルボックス vHm}wHmtwvg file box 3-4

ファックス pJ;qSXvHm fax 3-6

ブーツ cD.zH;bl; boots 6-6

ふうとう 封筒 vHmy&X'X envelope 8-8

プール w>yD>xHurg swimming pool 13－5

プール pool 13-5

ふえ 笛 uUuvHR whistle、recorder 13-17

ふえます（ふえる） 増えます（増える） rRtgxD.w> increase 7-10

フォーク eD.qJ; falk 4-5

ふかい 深い ,dm deep 16-5

ふきます（ふく） 吹きます（吹く）
play the recorder, flute,

etc.
13-18

ふきん 布巾 vDcDt'g dish cloth 4-6

ふく 服 w>ulw>uR clothes 6-1

ふくろ 袋 xX.oU< xX.zd sack, pouch, bag
3-1,6-8,
8-24

ふすま zl.pl.r. (yJ}wDp;cd)
fusuma

(paper sliding door)
4-12

ふた 蓋 w>tcd.usX>< w>tcd.zsD. lid, cap 4-7

ぶた 豚 xd; pig 9-8

ふたつ 二つ cH (uh) two (pieces) 1-14

ぶたにく 豚肉 xd;n. pork 5-5

ふたり 二人 ySRcH*R two persons 1-14

ぶちょう 部長 rJMuFX>xD&DR general manager 12-11

ふつか 二日 cHoD two days 1-10

ふで 筆 eD.uGJ;vHm writing brush 13-16

ふでばこ 筆箱 pX>bdtwvg pencil box 3-3,13－7

ふとい 太い wD.<'d.<'l Thick, large, bold 16-3

ぶどう grape 5-1

ふとります（ふとる） 太ります（太る） bD.xD.< w,X>CXxD. grow fat, gain weight 7-9

ふとん 布団 zl.xX>vD>rH'g futon (bedclothes) 4-12



ふとんを　しきます
（ふとんを　しく）

布団を敷きます
（布団を敷く）

'gvDRvD>rH'g lay out futon (bedding) 7-6

ふとんを　たたみます
（ふとんを　たたむ）

布団を畳みます
（布団を畳む）

csH;xD.vD>rH'g fold up futon (bedding) 7-6

ふなつきば 船着き場 ubDtwdR< ubDoM wharf, port 9-5

ふね 船 ubD ship 8-18

ふべん（な） 不便（な） inconvenien 16-4

ふみきり 踏切 vh.rh.tlusJ*mwJm railroad crossing 8-4

ふみます（ふむ） 踏みます（踏む） ,D>vDR tread on, step on 15-5

ふゆ 冬 w>*d>cg winter 1-12

フライがえし フライ返し ySRw%l;zdteD.'duGm chinese turner 4-6

フライパン rDc.< oyXRbH. frying pan 4-4

ブラウス qhuRbsD; blouse 6-1

ブラシ eD.cGH brush 4-14

ブランコ o.uH.}wDR< pkmy. seat swing 8-20

ふりこみます
（ふりこむ）

振り込みます
（振り込む）

transfer money to

someone's account
8-9

ふります（ふる） 降ります（降る） rlcd.zDvDR rain, snow 1-5

プリン zX'h pudding 5-14

ふるい 古い vD>vHR old 16-1

ふろ 風呂 w>vk.xHvD> bath 4-2

ブロー hair blow 8-27

ブロッコリー ob.zDvg[h broccoli 5-4

ふん（～ふん） ～分 = rH;eH; ~ minutes 1-8

ぷん（～ぷん） ～分 = rH;eH; ~ minutes 1-8

ふんか 噴火 w>yd>z;xD. eruption 11-1

ぶんかいします
（ぶんかいする）

分解します
（分解する）

bD.vDR disassemble 12-9

ぶんどき 分度器 eD.xd.'G;w> protractor 13-13

ぶんぼうぐ 文房具 vHmuGJ;yD;vD stationery 3-3

ぶんぼうぐや 文房具屋 vHmuGJ;yD;vDtus; stationer’s shop 8-21

へ ベーコン xd;n.ChubsH; bacon 5-5

へそ 'h navel 10-1

へた（な） 下手（な） vXtw>pkohcD.ohwtd. unskilled, unartful 16-4

ベッド vD>rH bed 10-15

へび 蛇 *k> snake 13-23

ベランダ 'X;uok. balcony 4-１

ヘリコプター ubD,lRxDvJRuGJR< [J;vH.cD;ywX. helicopter 8-15

へります（へる） 減ります（減る） decrease 7-9



ヘルパー ySRtH;xGJuG>xGJw> caretaker 12-1

ヘルメット cd.ukmusR< cd.zsD.usR helmet 12-12

べんき 便器 w>[;vD>cG; toilet bowl 4-15

べんきょうします
（べんきょうする）

勉強します
（勉強する）

rRvd study 7-2

へんこうします
（へんこうする）

変更します
（変更する）

vJvdmbSDb.w>< qDwvJw> alter, change 12-2

べんごし 弁護士 yD>&D lawyer 12-2

ベンチ vD>qh.eDRz;xD bench 8-20

ペンチ cutting pliers 12-12

べんとう 弁当
rk>qgcDw>tD.vXw>uwJmuwDRymtD

R
packed lunch 5-9,13-22

べんぴ 便秘 w>[XzXusXR constipation 10-7

べんり(な） 便利（な） b.bsd;b.'g convenient 16-4

ほ ほいくえん 保育園 uwDRqduFd nursery school 8-10,13－1

ほいくし 保育士 uwDRqduFdo&. nursery school teacher 12-1

ほいくしさん 保育士さん uwDRqduFdo&.
nursery school

teacher(honorific)
2-5

ほいくしつ 保育室 uwDRqduFdwDR'X; nursery room 3-5

ホイル wd>x;ubsH; foil 4-6

ほうき eD.cGJod.hono broom 4-17

ほうこくします
（ほうこくする）

報告します
（報告する）

w>ymzsg report 12-8

ぼうさいずきん 防災頭巾
padded headgear worn in

time of disaster
13-22

ぼうし 帽子 cd.ovk;< cd.zsD. cap, hat 6-5

ぼうじんマスク 防塵マスク w>zsD.bXeg'hudmylR dust protective mask 12-13

ほうたい 包帯 ,.yVbH bandage 10-15

ほうちょう 包丁 'D kitchen knife 4-4

ぼうねんかい 忘年会 eH.uwX>rl;o;zSH year end party 14-3

ほうれんそう ほうれん草 rhRwvD'd; spinach 5-4

ボート csH boat 9-3

ボード oh.b.ol blackboard 3-2

ボードけし ボード消し w>xl;oHoh.b.ol blackboard eraser 3-2

ホーム  ysJ>pD> platform 8-4

ボール bowl 4-6

ボール w>zsX.ovX.< bD(v) ball 13-14

ボールペン rJ.xH< xd.'H;bd ballpoint pen 3-3

ぼく 僕 ,< ,R I (male) 2-2

ポケット qhuRxX. pocket 6-3

ほけんしつ 保健室 uFdtuoH.'X; school infirmary 13－4



ほけんじょ 保健所 ursX>w>td.ql.td.cV0JRvD> public health center 8-11

ほけんしょう 保険証 ql.cVw>tk.uDRtvHmtk.o;
health-insurance

certificate
10-15

ほけんりょう 保険料 w>tk.uDRtyOR insurance premium 12-10

ほこうしゃ 歩行者 ySR[;vXcD.< cD.usJcD pedestrian 8-15

ほごメガネ 保護メガネ rJm'd;'Do'XrJmcsH safety goggles 12-13

ほし 星 q. star 9-6

ほしがた 星形、星型 q.tuh>t*DR star shape 1-17

ほししいたけ 干ししいたけ dried mushroom 5-8

ほします（ほす） 干します（干す） rRChxD< ChxD dry off 7-6

ポスト vHmy&XwX;t'X postbox 8-8

ほそい 細い bl<tH.<CJR Thin, narrow, slim 16-3

ホッチキス eD.q;vHm stapler 3-4

ポット oyXR pot 4-4 

ほっぺた bd;yR cheek 10-3

ポテト fried potato 5-11

ホテル [H.'GJ hotel 8-12

ほどう 歩道 usJysJ>< usJupDR foot pavement, sidewalk 8-14

ほどうきょう 歩道橋 wdRcD*musJ< wdRusJcD
footbridge, pedestrian

bridge
8-14

ほね 骨 w>CHw>uGJ bone 10-4

ほねが　おれます
（ほねが　おれる）

骨が折れます
（骨が折れる）

break a bone 10-7

ほほ 頬 bd;yR cheek 10-3

ほめます（ほめる） 褒めます（褒める） pH;y-wXR praise 15-2

ボルト eD.pJbd< x;0Hmbd bolt 12-13

ポロシャツ qhuRyd.vd. polo shirt 6-3

ホワイトボード oh.b.0g white board 3-2

ほん 本 vHm book 3-1

ほんだな 本棚 vHmpD> bookshelf 3-2

ボンド w>pXCm< w>'k;pJbl;w> bonding 3-4

ほんや 本屋 bookstore 8-21

ほんや 本屋 vHmtus; bookstore 8-21

ま まいしゅう 毎週 ud;EGH'J; every week 1-11

まいつき 毎月 ud;vg'J; every month 1-11

まいとし 毎年 ud;eH.'J; every year 1-11

まいにち 毎日 ud;her'J; every day 1-11

まえ 前 front 1-18

まえば 前歯 rJeHR front teeth 10-5



まえへ　ならえ 前へ　ならえ td.vXt*h>< td.vXtusdR Fall in line! 13-15

まがります
（まがる）

曲がります
（曲がる）

vXtuh. turn 8-15

まきじゃく 巻尺 eD.xd.ysHR tape measure 12-13

まきずし 巻き寿司
Rolled Sushi (Japanese

food)
5-11

マグネット x;eg magnet 3-4

まくら 枕 cd.oeX. pillow 4-12

まけます（まける） 負けます（負ける） C.uGHm< vXtb.w>rReXRuGHmtDR lose, be beaten 7-9

まげます（まげる） 曲げます（曲げる） bd;uh. bend 12-7

まご 孫 vHR grandchild 2-4

マジック ySRrRu'grJm magic marker 3-4

ますい 麻酔 uoH.o;oyhR anesthesia 10-17

まずい t&D>wbJb. bad-tasting 5-17

まずい まずい vXtwvDRb.ol.b.o; Distasteful, unsavory 5-17

マスク eD.usX>bX mask 6-5

まぜます（まぜる） 混ぜます（混ぜる） mix, stir 7-7

まち 町、街 0h>zd town 8-1

まちあいしつ 待合室 w>td.cd;t'X; waiting room 10-13

まちがえました 間違えました ,rRur.w>vHI I made mistake. 12-5

まちがえます
（まちがえる）

間違えます
（間違える）

'k;td.xD.w>ur. make a mistake 15-5

まちます（まつ） 待ちます（待つ） td.cd; wait 7-3,8-5

まつげ まつ毛 rJmql. eyelashes 10-3

マッサージ massage 8-27

マット csD. mat 4-15 

マットうんどう マット運動 csD.zDcd.eD>cdw>*JRvd mat exercises 13-14

まつばづえ 松葉杖 eD.xd;}wHm crutches 10-13

まど 窓 yJ}wDzd window 4-2

まどぐち 窓口 (ySRwl>vdmph) yJ}wDzd (teller) window 8-6

まないた まな板 cl cutting board 4-4

マフラー udmbH muffler 6-5

まめ 豆 bDb.o. beans 5-6

まめまき 豆まき w>zSHobhcsHtrl; (pJ;pl.bXtrl;)
bean-throwing ceremony

(Setsubun)
14-1

まゆ 眉 rJmwl> eyebrows 10-3

まゆげ 眉毛 rJmwl> eyebrows 10-3

マヨネーズ r>,d.eH;w>pH>CgtxH mayonnaise 5-7

まる 丸 0;uGDR circle 1-17



まる
period of Japanese

sentence
13-11

まるくび 丸首 round necked 6-4

まわします（まわす） 回します（回す） C.w&H;< w&H;to; turn, rotate 12-7,15-5

まんが 漫画 vHmylw>*DRrSH comics 4-10 

まんがか 漫画家 ySRw*RvXtwhw>*DRuGH;uG; cartoonist 12-3

マンゴ wcD;o. mango 5-1

マンション [H.'X;zSd. condominium 8-19

マンホール
usJrk>cd.w>ylR[dvXw>usX>bXwH>Cm

tDR
manhole 8-15

み み 実 wRolwRo. fruit, nut, berry 9-5

みがきます（みがく） 磨きます（磨く） xl;bVu-wh.w> polish 12-7

みかん mandarin orange 5-1

みぎ 右 tph. right 1-18

みじかい 短い zk. short 16-1

ミシン ミシン pJ;q;w> sewing machine 4-16,13-18

みず 水 xH water 5-12

みずいろ 水色 rlcd.tvGJ> sky blue 1-16 

みずうみ 湖 urg lake 9-5

みずぎ 水着 qhuRyD>xH swimsuit 13-15

みずのみば 水飲み場 ursX>xHtDtxHxD.yX> public drinking fountain 8-20

みずわり 水割り oH;vXw>usJ.usDtDR'D;xH alcohol diluted with water 5-13

みせ 店 us; store, shop 8-9

みそ 味噌 rH;pd.obhtk. (xDeDmtk.wuvkm) Miso (soybean paste) 5-6

みそしる 味噌汁 rH;pd.obhtk.uol Miso soup 5-10

みち 道 usJrk> road 8-14

みっか 三日 oXoDwoD (vXwvgtylR) third (of the month) 1-10

みっつ 三つ oXuh three pieces 1-14

みどり 緑 tvGJ>vg[h green 1-16

みなと 港 ubDoM port 8-18

みなみぐち 南口 uvHRpd;usJ[;xD. South exit 8-5

ミネラルウォーター mineral water 5-12

みまい 見舞い
w>td.oud;ySRtd.ql.xD.uhR

(w>ud;M>ySRvXwql.wcV)

Get-well visit (calling on

someone who is ill)
10-14

みます（みる） 見ます（見る） uG> look 7-1

みみ 耳 e>uk ear 10-2

みみかき 耳かき w>cGJ;e>ylR ear picks 4-15 

みみせん 耳栓 w>qGHwHme>ylR< eD.qGHe> earplug 12-13



みみなりが　します
（みみなりが　する）

耳鳴りがします
（耳鳴りがする）

e>ylRuvHRxD. have a ringing in ears 10-8

みりん oH;r&h(e) (oH;bk*DRtqXwuvkm)
Mirin (sweet cooking rice

wine)
5-7

ミルク w>Ek>xH milk 5-12

むいか 六日 CkoDwoD (vXwvgtylR) sixth (of the month) 1-10

むかえます（むかえる） 迎えます（迎える） wl>vdmrkm welcome, go to meet 7-9

むきます w>o.tzH; peel 5-2、7-7

むし 虫 w>zdC> insect 9-8

むじ 無地 plain 6-4 

むしさされ 虫刺され w>C>th. insect bites 10-9

むしば 虫歯 rJus. decayed tooth 10-6

むします（むす） 蒸します（蒸す） [Xud>xD. heat with steam 7-7

むずかしい 難しい uDcJ difficult 16-36

むすこ 息子 zdcGg son 2-4

むすこさん 息子さん ezdcGg your son 2-4

むすめ 娘 zdrk. daughter 2-4

むすめさん 娘さん ezdrk. your daughter 2-4

むちうち eD.zV whiplash 10-9

むっつ 六つ Ckuh six pieces 1-14

むね 胸 Ek>< o;egyS> breast, chest 10-1

むねが　いたい 胸が痛い o;egyS>qg< o;ytl; have a pain in one’s chest 10-8

むら 村 'lo0D village 9-3

むらさき 紫 tvGJ>*DRvk; purple 1-16

め 目 rJmcsH eyes 10-2

めが　かすみます
（めが　かすむ）

目がかすみます
（目がかすむ）

xH.w>wqSHb. (rJm,km< rJmcH;)
sight grows dim (eyes are

blurred)
10-8

めがね 眼鏡 rJm'd; glasses 6-5

めがねを　かけます
(めがねを　かける)

眼鏡を　かけます
(眼鏡を　かける）

'd;xD.(rJm'd;) put on (glasses) 6-5

めぐすり 目薬 uoH.pDRvDRrJmcsH eye-drop 10-9

めざましどけい 目覚まし時計 e.&H.qhvh alarm clock 4-9

めじり 目尻 rJmcsHoeX.xH; outer corners of eyes 10-4

メニュー メニュー w>tD.w>tDtrHRp&D menu 8-25

めまいが　します
（めまいが　する）

目まいがします
（目まいがする）

cd.rlR feel dizzy 10-9

メロン 'Hrk.o. melon 5-1

めんぼう 綿棒 bJysHm< bJysHme>ylR cotton swab 4-15

もう　いちど
おねがいします

もう一度
お願いします

0Ho;plRwJb.,Ru'D;wbsDI Please tell me once again. 12-5

もうしわけありません 申し訳ありません 0Ho;plRb.,RI I’m very sorry. 12-4



もうふ 毛布 ,.vk. blanket 4-12

もくようび 木曜日 rk>vhR{dR (rk>vGH>eHR) Thursday 1-10

もち 餅 ud.uzD rice cake 5-6

もちます（もつ） 持ちます（持つ） td.'D; have 6-7,7-3

もちもの 持ち物 ySRw*Rtw>zdw>vHR
one’s belongings,

possessions
3-1

もっきん 木琴 yDRulR xylophone 13-17

もっていきます
（もっていく）

持って行きます
（持って行く）

[JpdmCkm'D;
take (bring) something

with one
7-5

もってかえります
（もってかえる）

持って帰ります
（持って帰ります）

[JuhRud;vX[H. take (bring) home 7-5

もってきます
（もってくる）

持って来ます
（持って来る）

vJR[H;M>< 'X. (xH) fetch, bring 7-5

モップ eD.-wLm< w>xl;[H. mop 4-17

もどります（もどる） 戻ります（戻る） [JuhRu'guhR return, go back 15-5

ものさし 物差し yedbsX ruler 3-3

ものほし 物干し ysHRbs;vDRw>uH;nm clothesline 4-10

ものほしざお 物干し竿 ysHRvdvDRw>uH;nm rod for drying clothes 4-10

モノレール vh.rh.usJ monorail 8-18

もも 桃 xHrdRwdRo.z;'d.< rDRwD>o.z;'d. peach 5-1

もやし obhpd;yh> bean sprouts

もらいます（もらう） 'd;M>< wl>vdm receive, accept 7-8,15-5

もり 森 yS>rk>ueX forest 9-3

もん 門 }wJR< usJpXR gate 4-1

もんしんひょう 問診表
w>rRuG>w>td.ql.td.cVcDzsdw>oHuG

>oH'd;

medical examination by

interview sheet
10-15

もんだいようし 問題用紙 test sheet 13-19

や やえば 八重歯 rJ'fod;cHbh. double tooth 10-5

やおや 八百屋
us;qgw>'d;w>v.<

w>'d;w>v.tus;

vegetable store,

greengrocery
8-21

やかん xHcsDoyXR kettle 4-4

やきざかな 焼き魚 n.u. grilled fish 5-10

やきそば 焼きそば
,.uH.pd.b.cDeD

(cDeDqJ;odwuvkm)

Yakisoba (pan-fried

noodle)
5-9

やきとり 焼き鳥
,.uH.xd.&H.

(qDn.u.vXrh.tlth.zDcd.)

Yakitori (char-broiled

chicken)
5-10

やきにく 焼き肉 w>n.u. grilled meat 5-10

やきます（やく） 焼きます（焼く） CdtD.w>< u.tD.w> burn, roast,grill 7-8

やくしょく 役職 w>vD>w>vRvXtzd;oJp; post, official position 12-11

やくそくします
（やくそくする）

約束します
（約束する）

tX.vDRw> make promise 15-5

やけど 火傷 zH;bh.vDRwvl; skin burn 10-7,11-2



やけます（やける） 焼けます（焼ける） tltD. be burned 11-2

やさい 野菜 w>'d;w>v. vegetable 5-3

やさしい 優しい ol.*hRo;0g Gentle, kind, nice 16-7

やさしい 易しい nD easy 16-3

ヤシのき ヤシの木 xDxl. palm tree 9-10

ヤシのみ ヤシの実 xDxl.< CDRxl. palm, coconut palm 9-10

やすい 安い tyORb. inexpensive 8-24,16-1

やすみ 休み eHRobV holiday 12-10

やすみじかん 休み時間 w>td.bSH;tqXuwD> break time, recess 13-10

やすみます（やすむ） 休みます（休む） td.bSH;td.og take a rest 7-2

やすみます（やすむ） 休みます（休む） ,[H;M>cGJ;woDI
I’m taking a leave of

absence.
12-4

やすめ 休め td.bSH;td.og Take a rest 13-15

やせます（やせる） CJRvDR< eD>cdw,X>pSRvDR lose weight 7-9,10-7

やっきょく 薬局 uoH.us; pharmacy 8-21,10-13

やっつ 八つ cGHcg< cGHuh eight pieces 1-14

やね 屋根 w>cd.'k;< [H.cd.'k; roof 4-1

やま 山 upX> mountain 9-3

やわらかい 柔らかい uykm soft 16-5

ゆ ゆうえいきんし 遊泳禁止 w>w[h.ySD>xHb.I No swimming allowed. 8-30

ゆうえんち 遊園地 w>ol.zSHo;nDtu&X> amusement park 8-12

ゆうがた 夕方 rk>vDREkmtqXuwD> evening, twilight 1-9

ゆうせんせき 優先席 w>qdurd.M>ySR*Rt*D>t　vD>qh.eDR courtesy seat 8-5

ゆうパック 郵パック

,l>zJ;

(,y.xHvD>uD>ylRw>qSXw>zdw>vHR

w>rR)

Yu-Pack (Japan Post's

domestic parcel delivery

service)

8-9

ゆうびんきょく 郵便局 vHmwX; post office 8-8

ゆうめい（な） 有名（な） famous 16-7

ゆうりょうどうろ 有料道路 usJrk>z;'d.vXw>b.[h.cdoGJ toll road 8-15

ゆか 床 [H.'gcd. floor 4-2

ゆかた 浴衣
,y.qh,lc.x.

(w>ud;ph>uD;vXuH.rd.ed.)

Yukata (informal cotton

kimono)
6-3

ゆき 雪 rlcd.zD snow 1-5,9-6

ゆでます（ゆでる） 茹でます（茹でる） csD boil 7-7

ゆのみ 湯のみ vmz;xHcG; teacup 4-5,10-2

ゆび 指 pkrk>pkeX finger 10-2

ゆび 指 pkeX finger 10-2

ゆびわ 指輪 yoH; (finger) ring 6-6



ゆびわを　はめます
（ゆびわを　はめる）

指輪をはめます
（指輪をはめる）

 od;xD.yoH;vXpkrk>eXvdR put (a ring) on finger 6-6

よ よい 良い *hR good 16-3

ようか 八日 Cd;oDwoD (vXwvgtylR) eighth (of the month) 1-10

ようしょく 洋食 rk>Ekmw>tD. Western food 5-18

ようちえん 幼稚園 wDRbsDuFd kindergarten 8-10,13－1

ようちえんバッグ 幼稚園バッグ wDRbsDuFdxX. Kindergarten bag ? 13-24

ようふく 洋服 uD>rk>Ekmtw>ulw>od; western clothes 6-3

ヨーグルト ,duX;w>Ek>xHqH. yoghurt 5-7

よこ 横 vXtuyR side 1-18 

よじ 四時 vGH>e.&H. four o’clock 1-8

よっか 四日 vGH>oDwoD (vXwvgtylR) fourth (of the month) 1-10

よっつ 四つ vGH>cg< vGH>uh four pieces 1-14

よにん 四人 ySRvGH>*R four persons 1-14

よびこみ 呼び込み
calling in customers by

barking
8-24

よびます（よぶ） 呼びます（呼ぶ） ud; call 15-5

よぼうせっしゅ 予防接種 w>qJ;uoH.'Do'Xw>qg Immunization, vaccination 13-21

よみきかせ 読み聞かせ z;vHmoD.z;'d. reading aloud to 13-24

よみます（よむ） 読みます（読む） z;vHm read 7-1

よやくせき 予約席 vD>qh.eDRvXw>yORqdtDR reserved seat 8-25

よります（よる） 寄ります（寄る） td.uwD> drop in 15-5

よる 夜 z;vHm read 1-9

よろこびます（よろこぶ） 喜びます（喜ぶ） ol.cko;ck be delighted, rejoice 15-2

よろしくおねがいします
よろしく
お願いします

ySJR'D;w>ymuJtgI Best regards. 12-4

よわい 弱い *H>p> weak 16-52

よん 四 vGH> four 1-6

よんかい 四階 vGH>uxXwuxX fourth floor 1-15

よんじゅう 四十 vGH>qH forty 1-7

よんひゃく 四百 vGH>u,R four hundred 1-7

よんほん 四本 vGH>bd (w>vXtbdz;xDwz.)
four pieces (long cylindrical

things)
1-14

よんまい 四枚 vGH>ubsH; four sheets 1-14

ら ラーメン ,y.cDeDbD ramen 5-9

ラーメンや cDeDbDtus; ramen shop 8-22

ライオン ch,k> lion 13-23

らいげつ 来月 cJuXmwvg next month 1-11

らいしゅう 来週 cJuXmwEGH next week 1-11



らいねん 来年 cJuXmweH. next year 1-11

ラウンジ lounge 3-5

ラジオ radio 4-16 

ラップ w>bd.bHw> wrap 4-6

ランドセル uFdzdtvHmxX.
schoolchild’s satchel,

randsel
13－7

ランニング w>Ch>< w>pH. running 13-14

り りか 理科 pJth. science 13-10

りかしつ 理科室 pJth.twDR'X; science room 13－4

リサイクルボックス 　 wCm'X recycling bin 8-24

リハビリ w>*hRxD.uhRySRw>td.rl rehabilitation 10-17

リモコン リモコン eD>uXRpd remote control 4-10,4-16

リュックサック xX.0HcsXz;'d. rucksack 13-22

りょうし 漁師 ySRrRn. fisherman 12-2

りようし 理容師 us;wHmcd. barbershop 12-2

りょうしゅうしょ 領収書 vHmwl>vdmph ｒeceipt, voucher 8-24,12-2

りょうしん 両親 rd>y> parents 2-2,10-17

りょうりします
（りょうりする）

料理します
（料理する）

whRtD.zDtD. cook 7-6

りょこうします
（りょこうする）

旅行します
（旅行する）

travel 7-4

リレー w>Ch>xDbl. (w>Ch>jyX) relay (race) 13-14

りんご apple 5-1

リンス (cd.ol) rRolxD.cd. (hair) rinse 4-15

れ れい  Bow. 13-19

れい 0;u0DR zero 1-6

れいぞうこ 冷蔵庫 w>ck.'X refrigerator 4-4

れいとうしょくひん 冷凍食品 w>tD.vXw>rRvDRouRxD.tDR frozen foods 5-8

レインコート qhuRo'XxH raincoat 6-3

レーズン raisin 5-8

レジ レジ pJ;*H>ph cash register 8-24

レシート レシート vHmwl>vdmph receipt 8-24

レストラン w>tD.us; restaurant 8-25

レタス ob.oGH; lettuce 5-4

れっしゃ 列車 vh.rh.usJvh.rh.tl railroad train 8-18

レトルトしょくひん レトルト食品
w>tD.'X

(w>tD.vXw>rRrHtDRvXt'XylR)
retort (boil-in-the-bag) food 5-18

レモン o.oGHqH.o. lemon 5-2

れんこん wuDzDtwH> lotus roots 5-4



レントゲン tJ;p&h< ,JRzsg X-rays 13-21

レントゲンしつ レントゲン室 X-rays　room 10-13

れんらくします
（れんらくする）

連絡します
（連絡する）

,uqJ;usd;eRI I’ll get in contact with you. 12-4,12-8

ろ ろうか 廊下 usJbX.pXR passageway, corridor 13－4

ろうそく yeJwX. candle 11-4

ろうどうしゃ 労働者 ySRrRw>zd worker 12-3

ロープ ysHR rope 12-12

ろく 六 Ck six 1-6

ろくがつ 六月 vg,lR June 1-10

ろくじ 六時 Cke.&H. six o’clock 1-8

ろくじゅう 六十 CkqH sixty 1-7

ろくにん 六人 ySRCk*R six persons 1-14

ろくまい 六枚 ChubsH; six sheets 1-14

ロッカー ロッカー pdRx;qDxl. locker 3-6,13－6

ろっかい 六階 CkuxXuwxX sixth floor 1-15

ろっぴゃく 六百 Cku,R six hundred 1-7

ろっぽん 六本 Ckbd (w>vXtbdz;xDwz.)
six pieces (long cylindrical

things)
1-14

わ ワイシャツ w>zH;w>rRtw>ulw>od; business shirt, dress shirt 6-1

ワイン pyH;xH wine 5-13

わかい 若い o;p> young 16-5

わかします
（わかす）

沸かします
（沸かす）

csDw> boil (vt) 5-16

わかめ 0;ch(r) (yD.vJ.xHCH.) Wakame (seaweed) 5-7

わかりました 分かりました ,e>yX>vDRI I understand. 12-5

わかります
（わかる）

分かります
（分かる）

e>yX> understand 7-1,15-2

わかりません
（わからない）

分かりません
（分からない）

do not understand 7-1 

わかれます（わかれる） 別れます（別れる） vDRz; part, separate (from) 15-5

わゴム 輪ゴム &X;bX.uGDR rubber band 3-4

わさび 0;p;bH. (,y.tob.wuvkm)
Wasabi (Japanese

horseradish)
5-7

わしつ 和室 'X;vXySR,y.zdbSD0Jtuh>t*DR Japanese-style room 4-2,4-11

わしょく 和食 ,y.w>tD. Japanese food 5-18 

わすれました 忘れました ,o;yhReD.vHI I forgot. 12-5

わすれます（わすれる） 忘れます（忘れる） o;yhReD. forget 7-9

わたし 私 ,< ,R I 2-2

わたしの　ミスでは
ありません

私のミスでは
ありません

w>M.wrh>,w>ur.b.I It’s not my mistake. 12-5

わたります（わたる） 渡ります（渡る） vJRcD*m< cD*m go across, cross 8-15



わらいます（わらう） 笑います（笑う） eHRu0J>ysD>u'D laugh 15-2

わりざん 割り算 w>eDRz; division 13-12

わりばし 割り箸 eD.wH>bdvXw>pl;ugwbsD　t*D> disposable chopsticks 8-26

わります（わる） 割ります（割る） eDRz; divide 13-12

わるい 悪い tX<e; bad 16-3

われます（われる） 割れます（割れる） b.w>rRoh.z;tDRI be broken 11-2

わん 湾 yD.}wDR bay 9-5

ワンピース qhuRz;xD one-piece dress 6-2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*カレン語訳については、一部空欄となっておりますが、ご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*　索引についてお気づきの点がありましたら、ご連絡いただければ幸いです。


