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Section 1：漢字学習 

漢字の学習は、どのような日本語のコースであれ、その学習の一部として必ず組み込まれているべ

きである。学習しているトピックや生徒の興味に合わせて、漢字はごく自然に、かつ必然的に学習の

中に配置することができるだろう。学習者は書ける漢字よりも読める漢字の方が多いのが普通である。

学習段階８（レベル８）までに学習する、最低 125の漢字を読み、書ける能力は、学習者の語彙の拡

充の基礎になる。また、音読みも訓読みも適切に教えていくのが望ましい。 

 

本書で挙げた漢字は、 

・常用漢字にある漢字で、普通に使われているもの、 

・よく使われる語彙に含まれているもの、 

・部首であるものである。 

 

より上級の日本語学習の基礎になる、という意味はここにある。（多くの生徒は他の漢字を知って

いるかもしれないが、）ここではどの生徒も共通して学んでいることが望ましい漢字を挙げた。 

漢字を教える場合、無理に漢字を用いようとして不自然に漢字を挿入する事は避けた方がよい。し

かし、「月曜日」という語について「げつようび」から「月よう日」という風に段階を追って漢字を

示して、漢字と語彙、意味を関連付けていくのも一つの方法である。 

読む練習では振り仮名を用いるのも良い方法である。 

他の項目と同様に、漢字は生徒の興味や学習意欲に従って、いつ教えてもかまわない。 

本書の語彙リストには、常用漢字表記に従ってどの語彙にも漢字表記をつけたが、これは生徒が基

礎的な漢字を学習した後、さらに多くの漢字を習って行こうとする場合の参考になるよう配慮したも

のである。生徒によっては語彙リストにあるすべての漢字の学習に興味を示すかもしれないが、本書

ではこれら全部を学習することを目的とはしていない。 
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基礎漢字表 

学習段階１（レベル１）から学習段階６（レベル６）までに適切なもの（訳者註：50漢字） 
 

日 本 一 二 三 

四 五 六 七 八 

九 十 語 何 月 

火 水 木 金 土 

人 時 分 半 年 

小 学 校 生 中 

今 才 行 上 下 

右 左 名 前 円 

男 女 子 大 先 

目 口 手 出 入 
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学習段階７（レベル７）から学習段階８（レベル８）までに適切なもの（訳者註：150漢字） 
 

百 千 万 言 見 

休 天 気 雨 川 

森 林 田 東 京 

赤 青 白 間 話 

曜 楽 花 文 午 

後 交 通 遠 近 

空 夏 秋 春 冬 

北 南 西 家 会 

社 外 国 古 新 

聞 海 毎 通 教 

思 帰 広 場 魚 

朝 高 答 走 作 

書 多 少 地 店 

知 茶 船 雪 長 

読 父 母 風 町 

来 番 色 方 村 

夜 昼 歩 鳥 買 

売 事 仕 州 立 

洋 羊 夕 発 市 

都 牛 待 全 安 

自 心 物 住 所 

友 駅 黒 飲 銀 

私 週 体 島 員 

止 元 持 紙 化 

公 園 強 勉 同 

音 乗 切 親 英 

正 和 洗 米 部 

寺 室 屋 好 明 

泊 信 台 電 食 

山 車 字 耳 足 

 

訳者註：ここで挙げられている漢字は全部で 200字である。これは、各学校教育現場では、この 200字の
中からどの 125字を選んで教えても構わないという意味だが、現行の中等教育終了試験では、この 200字
全部が出題範囲と決められているので、中等教育終了試験を受験する者は、200字全部を学習しておく必
要がある。 
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Section 2：文型と助詞 

基本文型 

下記に示した辞書形（普通体）と「て形」は様々な文型、表現の基礎になる。従って、学習上でき

るだけ早い段階で、普通体を使えなくても、少なくともそれについて知る事は重要である。生徒が丁

寧体と同じ程度に普通体を使えるようになることは期待しなくてもよい。 

動詞、助動詞の活用 
 

肯定形 否定形   
普通体 丁寧体 普通体 丁寧体 

現在 だ 
たべる 

です 
たべます 

じゃない 
たべない 

では／じゃありません 
たべません 

過去 だった 
たべた 

でした 
たべました 

じゃなかった 
たべなかった 

では／じゃありませんでした 
たべませんでした 

推測・推量 
提案・勧誘 

だろう 
たべよう 

でしょう 
たべましょう 

  

形容詞の活用 
 

肯定形 否定形   
普通体 丁寧体 普通体 丁寧体 

現在 あつい あついです 
 

あつくない 
 

あつくありません 
あつくないです 

過去 あつかった 
 

あつかったです あつくなかった 
 

あつくなかったです 
 

て形 

たべて／のんで（動詞） 

あつくて／しずかで（形容詞） 

 

記：以下の記述では、「て形」「た形」および否定形は、各々「～て」「～た」のように示す。 
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学習段階１（レベル１）から学習段階６（レベル６）の文型 

名詞修飾（所有、描写、付加、同格） 
イ形容詞＋名詞 
ナ形容詞（な）＋名詞 
（名詞）の（名詞） 

置換の「の」 
イ形容詞＋の 
ナ形容詞（な）＋の 

動詞を名詞化する（形式名詞） 
動詞（普通体―肯定形）＋の／こと 

提案、勧誘、選択 
（名詞）でも：コーヒーでもいかがですか。 
（名詞）にする 

文、節の接続 
動詞～て形 
イ形容詞（語幹）＋くて 
ナ形容詞（語幹）／名詞＋で 

数量、位置、サイズを言う 
（名詞）が（数量）ある／いる 
（名詞）は（場所）にある／いる 
動詞（語幹）＋すぎる 
イ形容詞（語幹）／ナ形容詞（語幹）＋すぎる 
（人／動物）は（身体部位）が（形容詞）です 
（物）は（部分、部位）が（形容詞）です 
（場所）に近い／（場所）から遠い 

何かをする方法を言う 
イ形容詞（語幹）＋く：テレビの音を大きくする。 
ナ形容詞（語幹）＋に：きれいに書く。 
動詞（て形）：歩いて行く。 

事実を述べる 
～です 
～は～です 
～ている（進行相） 
～ている（状態相：日本に住んでいる。） 

頻度、数量の限界の表現 
ぜんぜん＋否定形 
あまり＋否定形 
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疑問の表現 
～ですか。 
～は？ 
疑問詞： いかが、いくら、いつ、だれ、どう、どうして、どこ、どの、 
 どんな、どれ、どなた、どちら、なぜ、なん～／なに 

指示詞 
この、その、あの、こんな、そんな、あんな、これ、それ、あれ、 
ここ、そこ、あそこ、こちら、そちら、あちら 

数字、日付 
０―99,999 
ついたち、ふつか… 
助数詞：～回、～階、～個、～冊、～台、～杯、～匹、～本、～枚、～目 

時間の表現 
時期（～年／～月／～曜日／～時／～分） 
時間（～ヶ月／～週間／～時間） 
（時間）に（動詞） 
もう＋肯定形 
まだ＋否定形／まだです 

比較する 
（名詞）は（名詞）より 

希望、計画を言う 
動詞（普通体－肯定形）＋つもり 

目的を言う 
動詞（語幹）＋に行く 

依頼の表現 
～をください（人に物を求める） 
～てください（人に何かするように頼む） 

 
許可を与える、求める 

～てもいい（ですか） 

許可しない、禁止する 
～てはいけない 
～てはだめ 

提案、勧誘する 
動詞（語幹）＋ましょう（か） 
動詞（語幹）＋ませんか 

可能性、推測を言う 
（形容詞／名詞）＋でしょう 
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希望を言う 
動詞（語幹）＋たい 
（名詞）がほしい 

色々な活動を言う 
～たり～たりする 

行動の順序を言う 
～て、（継起） 
～てから 
動詞（語幹）＋ながら 
（名詞）のまえに 
（名詞）のあと（で） 

原因と結果を言う 
動作性動詞（普通体－肯定形）＋と 
（理由）から 

能力を言う 
～ができる 
動詞（普通体）＋ことができる 

接続詞： 
そして、でも、けれども、ですから、それから、が（ですが）、 

 

学習段階１（レベル１）から学習段階６（レベル６）の助詞 

か 疑問：日本人ですか。 
勧誘：喫茶店に行きませんか。 
等位接続：火曜日か水曜日に行く。 

が 主語提示：田中さんが来る。 
接続：きれいですが、高いです。 
能力、感情、希望：～ができる、～がわかる、～がほしい、～が好き、～が嫌い 
                  ～が下手、～が上手、～が得意、～が苦手 

から （場所）から：ニュージーランドから来た。 
（時）から：昨日から頭が痛いんです。 
～から～まで：東京から京都までどのぐらいかかりますか。 

だけ （名詞）だけ：新聞だけ買った。 

で （場所）で（動作）：グラウンドで運動をした。 
（手段）で（動作）：地下鉄で行った。 
（道具）で（動作）：鉛筆で書いてください。 
（合計）で：全部でいくらですか。友達と４人で買い物をする。 

と and：猫と犬を飼っている。 
with：家族と話した。 
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に （場所、人）に：映画に行きましょう。右に曲がる。 
間接目的：友達に聞く。 
目的：試合を見に行く。 
（時）に：土曜日に会う。 
（場所）に：家にいる。 
副詞化：看護婦になった。 
頻度：１週間に１回練習する。 

ね（え） 強調：（お）上手ですね（え）。いいお天気ですね（え）。 

の 所有：先生の鞄だ。 
同格、付加：友達のマリさんだ。 

は 主題提示：先生はニュージーランド人だ。 
対比：フランス語はできるが、韓国語はできない。 

へ （場所）へ：日本へ行きたい。 

まで （時間、場所）まで：神戸まで行った。 

も 追加：土曜日にも練習する。英語も日本語も話す。 
否定：コーヒーもお茶も飲まない。 

や 例示：天ぷらや刺し身が好き。 

よ 強調：８時ですよ。 

より 比較：大阪は広島より大きい。 

を 目的格：本を買う。 
（通過地点）を：その角を右に曲がってください。この道を通ってください。 

 

学習段階７（レベル７）から学習段階８（レベル８）の文型 

難易を言う 
動詞（語幹）＋やすい／にくい 

何かをする方法を言う 
動詞（語幹）＋方 

開始、継続、完了を言う 
動詞（語幹）＋始める／続ける／終わる 

状態、様態を言う 
動詞（語幹）＋そうだ 
イ形容詞（語幹）＋そうだ 
ナ形容詞（語幹）＋そうだ 
（名詞）のように 
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行為の順序を言う 
動詞（普通体）＋前 
～た後で、～ている間、～ている間に 
動詞（普通体）＋と 
動詞（普通体）／イ形容詞／ナ形容詞（な）／名詞（の）＋とき 

名詞を置き換える（準体助詞） 
動詞（普通体）＋の：立っているのはいとこです。 

動詞を名詞化する（形式名詞） 
動詞（普通体）＋の／こと：ジョンさんが日本に行ったのを知っていますか。 

理由を言う 
動詞（普通体）／イ形容詞／ナ形容詞（な）／（名詞）＋な  ＋ので 
動詞（普通体）／イ形容詞／ナ形容詞（な）／（名詞）な  ＋んです、んだ、のだ 

依頼する 
～てほしい 

授受表現（～て形） 
～てくれる／～てくださる／～てやる／～てあげる／～てさしあげる／～てもらう 
～ていただく 

授受表現（物） 
（～に～を）やる／あげる／さしあげる 
（～に／から～を）もらう／いただく 
（～が／は～を）くれる／くださる 

準備する 
～ておく 

義務 
～なければならない 

義務ではない事を言う 
～なくてもいい 

予測される事を言う 
動詞（普通体）＋はずだ 

経験を言う 
動詞（普通体）＋ことがある 
～たことがある 
～てみる 

限度を言う 
しか～ない 
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決意、決定、予定を言う 
動詞（普通体）＋ことになる 
動詞（普通体）＋ことにする 
動詞（普通体－否定形）＋つもり 

助言する 
～た方がいい 
～ない方がいい 
～たらいい 

禁止の指示 
～ないでください 

行為の完了 
～てしまう 

条件節 
名詞＋なら 
～たら 

逆接の条件を言う「～ても／でも」 
動詞（て形）／イ形容詞（くて）／ナ形容詞（で）／名詞（で）＋も： 
  降っても、高くても、にぎやかでも、子どもでも 

付け加える 
～し、～し 
～について 

可能形 
動詞（可能形）：日本語が話せる。刺し身が食べられる。 

比較を言う 
ＡとＢと（では）どちら（のほう）が（形容詞）ですか 
ＡよりＢのほうが（形容詞）です 
ＡはＢと同じくらい（形容詞）です 
ＡはＢほど（イ形容詞－語幹）くないです／ＡはＢほど（ナ形容詞－語幹）じゃないです 

可能性を言う 
（動詞－普通体）／イ形容詞／ナ形容詞／名詞  ＋かもしれない 
（動詞－普通体）／イ形容詞／ナ形容詞／名詞  ＋だろう 

名詞修飾節 
（動詞－普通体）＋名詞：京都で撮った写真を見せてください。 

目的を言う 
（名詞）の／（動詞－普通体）ため（に） 
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状態の変化を言う 
もう＋否定形（no longer） 

行為、状態の継続を言う 
まだ＋肯定形（still） 

伝聞 
（動詞－普通体）／イ形容詞／ナ形容詞（だ）／名詞（だ）＋と言う、と書く 
（動詞－普通体）／イ形容詞／ナ形容詞（だ）／名詞（だ）＋そうだ 
（伝言－普通体）とお伝えください 
～によると 

意見、感想を言う 
（動詞－普通体）／イ形容詞／ナ形容詞（だ）／名詞（だ）＋と思う 

不定詞 
何／どこ／いつ／誰  ＋か 
何／どこ／いつ／誰  ＋も～ない 
何／どこ／いつ／誰  ＋でも 

間接疑問 
～かどうか／～か～ 

自動詞、他動詞： 
窓を開ける。窓が開く。窓が開いている。 

 

学習段階７（レベル７）から学習段階８（レベル８）の助詞 

しか 限定（否定）：日曜日にしか暇がない。 

ずつ 配分：1枚ずつ取ってください。 

で 範囲：10分で行ける。 
目的：修学旅行で行った。 
原因：風邪で休んだ。 

とか 例：料理の番組とか歌の番組を見る。 

など 例：梨や蜜柑などをよく食べる。 

までに 期限：明日までに出してください。 

も 多さ：クラスに学生が 40人もいる。５人も行ったよ。 
限界（否定形とともに）：10点も取れない。 
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Section 3：社会文化項目 

学習段階１（レベル１）から学習段階６（レベル６） 

個人、宗教、社会生活個人、宗教、社会生活個人、宗教、社会生活個人、宗教、社会生活 

挨拶 
ジェスチャー、お辞儀、名刺交換 

呼称、呼びかけ 
～さん、～くん、～ちゃん、～先生 
「あなた」ではなく、呼びかけには氏名を使う 

贈答、贈り物 
お土産 

訪問の時の挨拶表現 
ただいま。おかえりなさい。お先に失礼します。お邪魔しました。 

十二支 

家族、住居、日常生活家族、住居、日常生活家族、住居、日常生活家族、住居、日常生活 

家 
都会の家と伝統的な家屋 
障子、襖、炬燵、神棚、仏壇、掛け軸、玄関、座布団、物干し、～畳、床の間、布団 

ペット 

食事のマナー 
箸の使い方 
いただきます。ご馳走様でした。 
給食、出前 
和食 

食生活の変化と洋食 
お弁当 
食品サンプル 

買い物とサービス 
お釣の渡し方 
開店時間／日 
自動販売機 
コンビニエンスストア（コンビニ） 
お歳暮、お中元 
デパート 

余暇、レジャー余暇、レジャー余暇、レジャー余暇、レジャー    

スポーツ 
相撲、空手、柔道、剣道 
野球、サッカー 

趣味 
漫画、ファミコン 

伝統芸能、工芸 
折り紙、茶の湯、生け花、書道、焼き物（陶芸） 
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じゃんけんぽん 

旅行 
新幹線、地下鉄 

休暇、祭り 
七五三、お盆、お正月、子供の日、ゴールデンウィーク 

学校生活 
日本の教育制度 
六、三、三、四年制、塾 
学校清掃 
試験 
修学旅行 
後輩、先輩 
クラブ活動 

地理、気象地理、気象地理、気象地理、気象 

地理 
日本の位置 
日本の主な島、都市 
日本の気候、四季の変化 

 

学習段階７（レベル７）から学習段階８（レベル８） 

個人、宗教、日常生活個人、宗教、日常生活個人、宗教、日常生活個人、宗教、日常生活 

信仰、宗教 
神道、仏教、キリスト教 

社会関係 
義理、恩、遠慮、甘え、縦社会 

家族、住居、日常生活家族、住居、日常生活家族、住居、日常生活家族、住居、日常生活 

家族、年中行事、贈答 
お返し、お盆、お葬式、結婚式、お宮参り 

日本の住居 
不動産、家賃、～ＬＤＫ 

余暇、レジャー余暇、レジャー余暇、レジャー余暇、レジャー    

主な休日 
天皇誕生日、緑の日 

旅行 
新幹線（のぞみ、ひかり、こだま） 
改札口、みどりの窓口 

伝統音楽、現代音楽 
伝統音楽楽器 
カラオケ、アイドル 

趣味 
パチンコ 
展覧会 

日本のゲーム 
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将棋、碁 

学校生活学校生活学校生活学校生活    

学校行事 
入学（式）、卒業（式）、修学旅行、文化祭、部活 

試験 
受験地獄 

仕事仕事仕事仕事 

役割の変化 
職場における女性の地位 

就職 
昇進、年功序列、先輩・後輩 

通信、技術通信、技術通信、技術通信、技術    

電話 
あいづち 

手紙 
年賀状、はがき、暑中見舞い 

宛名と住所 
県、区、丁目 

メディア 
漫画、アニメ 

新聞 
朝日（あさひ）、毎日（まいにち）、読売（よみうり） 

地理、環境地理、環境地理、環境地理、環境    

都会の生活と田舎の生活 
田舎 

自然環境と資源環境 
日本の地理と資源問題 

現代の環境問題 
公害、リサイクル 

日本の歴史 
時代：（平成１年 = 1989年） 

日本の少数民族 
韓国人、外国人労働者、アイヌ 

国際関係国際関係国際関係国際関係 

ニュージーランドと日本の関係 
貿易 
観光 

教育と文化交流 
姉妹校、姉妹都市 
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Section 4：トピックと場面、状況設定 

この章では、参考として（学習項目に）関連する場面、状況設定およびトピックを挙げた。ここで

は、教えるべき項目として定められているものではなく、本来より広範で現実的な場面やトピックが

含まれる。従って、教師や生徒が、これ以外の場面やトピックを選んでも、一向に差し支えはない。 

ここに列挙したものの中には Section3で挙げたものと重複しているものもある。ここではさらにニ

ュージーランドと日本の双方での生活に関連する項目を多く挙げた。生徒は各自の興味に基づいて学

習の焦点を定め、他の科目や学習内容とも創造的に関連付けて学習を進めていくのが望ましい。 

以下のリストでも、ある項目は異なる場面、状況設定の中に重複して提出している。これは、同じ

トピックを異なる学習段階で教授、学習し、螺旋的に日本語学習を進める事を考慮した結果である。

生徒の言語学習の進度に合わせて、簡単な語彙でもより複雑な学習活動で使ったりすることで、語彙

や文型は異なる脈絡で何度も復習できるし、学習項目について生徒の理解を深め、定着させることが

できる。限界や境界を設定しない学習活動とは、生徒個人個人が自分の能力に合わせて学習を進めて

いけることを意味している。このような教授方法、学習プログラムは特に異なる学習段階、背景の生

徒がいる複合、複式クラス（訳者註）に有効であろう。 

 

場面、状況設定の例 トピックの例 

個人と社会生活個人と社会生活個人と社会生活個人と社会生活     個人の履歴 

（他の人との関係や社会的態度  家族 

  や団体も含む）  家族の歴史 

  成長過程 

  友人 

  同年の仲間 

  同年の友人関係 

  役割と義務 

  ステレオタイプ 

  慣習と行動 

  祭り、行事 

  信仰 

  政治的な事件、出来事 

 
訳者註：複合、複式クラス（mixed, combined, multilevel class） 
これには、同じ学年の生徒でも言語や文化的背景が異なる場合、クラスの人数の関係で、違う学年の生

徒を同じ時間に教える場合など、いくつかのタイプがある。日本語は選択必修であり、特に上級の学年で
は生徒数の関係から複式クラスになることが多く、低学年の段階では、生徒の言語、文化的背景の多様さ
から「複合クラス」と称されることがある。 
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  学校、クラブ、宗教団体など 

  健康 
      

  
日常生活日常生活日常生活日常生活    

 家庭生活 

  学校生活 

  興味、趣味 

  休暇、レジャー 

  スポーツ 

  ペット 

  旅行、交通機関 

  買い物 

  娯楽 

  食べ物、飲み物、料理 

  外食 
      

  
地域、環境地域、環境地域、環境地域、環境        などなどなどなど    

 家、住居 

  家、街、都市 

  都市の生活、田舎の生活 

  陸と海 

  植物と動物 

  産業 

  地域再開発 

  環境問題 

  移民 

  先住民 

  地理 

  建築 

  歴史 
      

  
労働、職業労働、職業労働、職業労働、職業    

 家族の職業 

  休み中のアルバイトなど 

  就職活動 

  手紙の書き方 
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  地域の仕事、貿易 

  将来の職業、仕事の計画 

  観光業 

  企業提携 

  農業、漁業 

  失業問題 

  為替 

  銀行 

  商品とサービス 
      

  
メディア、通信、技術メディア、通信、技術メディア、通信、技術メディア、通信、技術    

 手紙 

  電話 

  郵便制度 

  テレビ、ラジオ 

  印刷物、出版物 

  漫画、アニメ 

  広告 

  コンピュータ 

  最新技術の利益と問題 
   

  
国際関係国際関係国際関係国際関係 

 海外旅行 

  交換プログラム 

  風俗、習慣 

  言語 

  国際機関（国連など） 

  国際協力と国際紛争 

  芸術、科学、技術における国際交流および協力 
   

  
想像、創造想像、創造想像、創造想像、創造 

 デザイン、創造 

  音楽、ダンス 

  服飾、宝石 

  映画、演劇、人形劇 

  大道芸 
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  小説、詩 

  絵画、彫刻、陶芸、工芸 

  ゲーム、玩具 

  昔話、伝説 

  迷信 
      

  

 外国語 

 芸術 

科目科目科目科目    

（他の科目に関連する分野や 

  トピック）    
 職業関連（履歴書、面接指導など） 

  経済 

  英語 

  環境学 

  地理 

  歴史 

  家庭科（服飾、食品など） 

  音楽 

  自然科学 

  社会科学 

  技術 

 



 

– 19 – 

Section 5：基本語彙リスト 

学習段階１（レベル１）から学習段階６（レベル６）までの語彙リスト 

丁寧語 

（お）いくつ （お）いくつ how old 

（お）いしゃ（さん） （お）医者（さん） doctor 

（お）かね （お）金 money 

（お）きゃく（さん） （お）客（さん） customer, guest 

（お）さけ （お）酒 sake, alcohol 

（お）さら （お）皿 plate, dish (es) 

（お）そば （お）そば soba (Japanese noodles) 

（お）ちゃ （お）茶 green tea 

（お）てら （お）寺 temple 

（お）はし （お）はし chopsticks 

（お）べんとう （お）弁当 packed lunch, lunch box 

（お）みやげ（や） （お）土産（屋） souvenir (shop) 

 

（ご）きょうだい （ご）兄弟 brothers and sisters 

（ご）しゅじん （ご）主人 husband 

 

接尾辞・助数詞 

～えん ～円 yen 

～かい ～回 number of times 

～かい／がい ～階 ～th floor 

～かげつ ～ヵ月／ヶ月 number of months 

～がつ ～月 month 

～がわ ～側 side 

～かん ～間 length of time 

～キロ ～キロ kilogram(s) 

～くん ～君 term of address for boys 

～こ ～個 number of small things 

～ご ～語 language 

～さい ～才 years old 

～さつ ～冊 number of books 

～さん ～さん Miss, Mr, Mrs, Ms 

～じ ～時 o’clock 

～じかん ～時間 number of hours 
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～じかんめ ～時間目 class period 

～しゅうかん ～週間 number of weeks 

～じん ～人 person from a particular country 

～せん ～千 thousand 

～センチ ～センチ centimetre(s) 

～セント ～セント cent(s) 

～だい ～台 number of cars, number of machines 

～ちゃん ～ちゃん term of address for children 

～ドル ～ドル dollar(s) 

～にち ～日 day, date 

～にん ～人 number of people 

～ねん ～年 number of years 

～ねんせい ～年生 year at school 

～はい ～杯 number of cupsful 

～ひき ～匹 number of small animals  

～ひゃく ～百 hundred 

～ふん ～分 minute(s) 

～ほん ～本 number of slender objects 

～まい ～枚 number of flat objects 

～まん ～万 ten thousand 

～め ～目 ～th (ordinal numbers) 

～メートル ～メートル metre(s) 

～ようび ～曜日 day of the week 

 

一般語彙 

[ あ い う え お ] 

アイスクリーム アイスクリーム ice cream 

あいだ 間 between 

あう 会う to meet 

あお／あおい 青／青い blue 

あか／あかい 赤／赤い red 

あき 秋 autumn 

あける 開ける to open 

あげる 上げる to give, to raise 

あさ 朝 morning 

あさごはん 朝ご飯 breakfast 

あさって あさって the day after tomorrow 

あし 足 foot, leg 
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あした あした tomorrow 

あそこ あそこ over there 

あそぶ 遊ぶ to play, to enjoy oneself, to visit 

あたま 頭 head 

あたたかい 暖かい warm 

あたらしい 新しい new 

あつい 暑い hot (weather) 

あつい 熱い hot (water, drink, food) 

あと 後 after, behind, later 

あに 兄 (one’s own) older brother 

あね 姉 (one’s own) older sister 

アパート アパート apartment 

あまり（+negative） あまり not much, not often 

あめ 雨 rain 

あらう 洗う to wash 

ある ある to be (things, objects) 

あるく 歩く to walk 

あれ あれ that (over there) 

あんしん（な／する） 安心（な／する） (to be) relieved 

 

いい／よい 良い good 

いいえ いいえ no 

いえ 家 house 

いかが いかが how is it? 

イギリス イギリス England 

いく 行く to go 

いくら いくら how much? 

いっしょ（に） 一緒（に） together, with 

いす いす chair, seat 

いたい 痛い painful 

いただく 頂く to receive 

いちばん 一番 number one, ～est 

いつ いつ when? 

いつも いつも always 

いなか 田舎 the countryside 

いぬ 犬 dog 

いま 今 now 

いま 居間 lounge, living room 
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いもうと（さん） 妹（さん） younger sister 

いや（な） 嫌（な） disagreeable, unpleasant 

いる いる to be (people, animals) 

いる 要る to need 

いれる 入れる to put inside 

いろ 色 colour 

いろいろ（な） 色々（な） various 

 

うえ 上 above, on top of 

ウェーター ウェーター waiter 

ウェートレス ウェートレス waitress 

ウォークマン ウォークマン walkman 

うし 牛 cow 

うしろ 後ろ behind, at the back of 

うた 歌 song 

うたう 歌う to sing 

（お）うち （お）うち home 

うま 馬 horse 

うまれる 生まれる to be born 

うみ 海 beach, sea 

うる 売る to sell 

うるさい うるさい noisy 

うんどう（する） 運動（する） (to) exercise 

うんてん（する） 運転（する） to drive 

 

え 絵 picture 

えいが（かん） 映画（館） movie (theatre) 

えいご 英語 English 

ええ ええ yes 

えき 駅 station 

えんぴつ 鉛筆 pencil 

 

おいしい 美味しい delicious 

おおきい 大きい big 

オーストラリア オーストラリア Australia 

おかあさん お母さん mother 

おかしい おかしい strange, unusual, funny 

おきる 起きる to wake up, to get up 
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おく 置く to put, to place 

おくさん 奥さん (someone else’s) wife 

おくれる 遅れる to be late 

おじ（さん） おじ（さん） uncle 

おじいさん おじいさん grandfather 

おしいれ 押し入れ wardrobe, cupboard 

おしえる 教える to teach 

おそい 遅い slow, late 

おつり お釣り change (money in a shop) 

おてあらい お手洗い toilet, bathroom 

おと 音 sound 

おとうさん お父さん father 

おとうと（さん） 弟（さん） younger brother 

おとこ（のこ） 男（の子） male, (boy) 

おととい 一昨日 the day before yesterday 

おとな 大人 adult 

おなか お腹 stomach 

（お）にいさん （お）兄さん older brother 

（お）ねえさん （お）姉さん older sister 

おば（さん） おば（さん） aunt 

おばあさん おばあさん grandmother 

おぼえる 覚える to remember 

おもい 重い heavy 

おもしろい 面白い interesting 

おりる 降りる to get off (transport), to descend 

おわり 終わり end (noun) 

おわる 終る to end, to finish 

おんがく 音楽 music 

おんな（のこ） 女（の子） female, (girl) 

 

[ か き く け こ ] 

かいけい 会計 accounting 

かいしゃ 会社 company 

かいもの 買い物 shopping 

かう 買う to buy 

かう かう to keep (pets) 

かえる 帰る to return (home) 

かお 顔 face 
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かがく 科学 science 

かかる かかる to take (time, money) 

かく 書く to write 

かく 描く to draw 

がくせい 学生 student 

（お）かし （お）菓子 sweets, lollies 

かぜ（がふく） 風（がふく） wind (blows) 

かぜ（をひく） 風邪（をひく） (to catch) a cold 

（ご）かぞく （ご）家族 family 

かた 方 person(polite) 

かたかな カタカナ／片仮名 katakana 

かっこいい かっこいい good-looking 

がっこう 学校 school 

かど 角 corner (street) 

かばん かばん bag 

かぶる 被る to wear (on the head) 

かみ 紙 paper 

かみ（のけ） 髪（のけ） hair 

カメラ カメラ camera 

かようび 火曜日 Tuesday 

からて 空手 karate 

かるい 軽い light (weight) 

ガレージ ガレージ garage 

カレーライス カレーライス curry rice 

かわ 川 river 

かわいい かわいい cute, sweet 

かわく 渇く to get thirsty 

かんこく 韓国 Korea 

かんごふ（さん） 看護婦（さん） nurse 

かんじ 漢字 kanji 

かんたん（な） 簡単（な） easy, simple 

がんばる 頑張る to hang in there, do your best 

 

き 木 tree 

キーウィー キーウィー kiwifruit 

きいろ（い） 黄色（い） yellow 

きく 聞く to listen, to ask 

きこえる 聞こえる to be able to hear 
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ギター ギター guitar 

きっさてん 喫茶店 coffee shop 

きっぷ 切符 ticket 

きのう 昨日 yesterday 

きもの 着物 kimono 

キャンプ キャンプ camp 

ぎゅうにゅう 牛乳 milk 

きょう 今日 today 

きょうかい 教会 church 

きょうしつ 教室 classroom 

きょねん 去年 last year 

きらい（な） 嫌い（な） dislike 

きる 着る to wear (above the waist) 

きる 切る to cut 

きれい（な） きれい（な） pretty, clean 

キロ（グラム） キロ（グラム） kilo(gram) 

キロ（メートル） キロ（メートル） kilometre 

きんぎょ 金魚 goldfish 

ぎんこう 銀行 bank 

きんようび 金曜日 Friday 

 

くうこう 空港 airport 

くすり（や） 薬（屋） medicine(pharmacy) 

くだもの 果物 fruit 

くち 口 mouth 

くつ（や） 靴（屋） shoe (shop) 

くつした 靴下 socks 

くに 国 country 

くもり 曇り cloudy 

ぐらい 位 about 

グラウンド グラウンド grounds 

クラシック クラシック classical (music) 

クラス クラス class 

クラブ クラブ club 

クリケット クリケット cricket 

クリスマス クリスマス Christmas 

くる 来る to come 

くるま 車 car 
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くろ（い） 黒（い） black 

 

けいざい 経済 economics 

ケーキ ケーキ cake 

ゲームセンター ゲームセンター game centre 

けさ 今朝 this morning 

けしき 景色 view, scenery 

けしゴム 消しゴム rubber, eraser 

げつようび 月曜日 Monday 

げんかん 玄関 genkan (entrance, porch) 

（お）げんき（な） （お）元気（な） healthy 

けんぶつ（する） 見物（する） (to go) sightseeing 

 

こうえん 公園 park 

こうこうせい 高校生 senior high school student 

こうさてん 交差点 intersection 

こうちょうせんせい 校長先生 school principal 

こうとうがっこう 高等学校 senior high school 

コーヒー コーヒー coffee 

コーラ コーラ Coke 

こくばん 黒板 blackboard 

ここ ここ here 

ごご 午後 afternoon 

ごぜん 午前 morning 

こちら こちら this one (polite) 

ことし 今年 this year 

こども 子供 child(ren) 

ごはん ご飯 cooked rice, meal 

こむ 込む to be crowded 

ゴルフ ゴルフ golf 

これ これ this one 

ごろ ごろ about (time) 

こんげつ 今月 this month 

コンサート コンサート concert 

こんしゅう 今週 this week 

こんばん 今晩 this evening 

コンピュータ コンピュータ computer 
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[ さ し す せ そ ] 

サーフィン サーフィン surfing 

さかな（や） 魚（屋） fish(shop) 

さく 咲く to bloom 

さくら 桜 cherry blossoms 

さしみ さしみ sashimi (raw fish) 

サッカー サッカー soccer 

さとう 砂糖 sugar 

さむい 寒い cold 

サラダ サラダ salad 

サラリーマン サラリーマン salaryman (white collar worker) 

サンドイッチ サンドイッチ sandwich 

ざんねん（な） 残念（な） a pity 

さんぽ（する／にいく） 散歩（する／にいく） (to go for a) walk 

 

しあい 試合 match 

しけん 試験 examination 

じこしょうかい 自己紹介 self-introduction 

（お）しごと （お）仕事 job, occupation, work 

じしょ（をひく） 辞書（をひく） (to look up a) dictionary 

しずか（な） 静か（な） quiet 

した 下 under, below 

CD（シーディ） CD（シーディ） CD 

じてんしゃ 自転車 bicycle 

しめる 閉める to close 

しゃかい 社会 society, social studies 

じゃがいも じゃがいも potato 

しゃしん（をとる） 写真（をとる） (to take a) photograph 

シャツ シャツ shirt 

シャワー（をあびる） シャワー（をあびる） (to have a) shower 

ジュース ジュース juice 

じゅうどう 柔道 judo 

しゅうまつ 週末 weekend 

しゅくだい 宿題 homework 

しゅみ 趣味 hobby, interest 

しょうがくせい 小学生 primary school student 

しょうがっこう 小学校 primary school 

（お）じょうず（な） （お）上手（な） skilful, good at (referring to other people) 
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しる 知る to know 

しろ（い） 白（い） white 

しんかんせん 新幹線 shinkansen (bullet train) 

しんごう 信号 traffic lights 

しんしつ 寝室 bedroom 

じんじゃ 神社 shrine 

しんぱい（な／する） 心配（な／する） worry, (worried/to worry) 

しんぶん 新聞 newspaper 

 

すいえい 水泳 swimming 

すいようび 水曜日 Wednesday 

すうがく 数学 mathematics 

スーパー スーパー supermarket 

スカート スカート skirt 

すき（な） （お）好き（な） like 

スキー スキー skiing 

すきやき すき焼き sukiyaki (fried meat) 

すこし 少し a little bit 

（お）すし （お）寿司 sushi 

すずしい 涼しい cool 

ステーキ ステーキ steak 

ステレオ ステレオ stereo 

スプーン スプーン spoon 

スポーツ（をする） スポーツ（をする） (to play) sports 

ズボン／ずぼん ズボン／ずぼん trousers 

すむ 住む to live 

スリッパ スリッパ slipper 

する する to do 

すわる 座る to sit 

 

せ（がたかい／がひくい） 背（が高い／が低い） height (tall, short) 

せいと 生徒 pupil 

せいふく 制服 uniform 

セーター セーター jersey, sweater 

せまい 狭い narrow, cramped 

せんげつ 先月 last month 

せんしゅう 先週 last week 

ぜんぜん（+negative） 全然 not at all 
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せんたく（する） 洗濯（する） washing, (to do the laundry) 

ぜんぶ 全部 all 

 

そうじ（する） （お）掃除（する） cleaning 

そこ そこ there 

そして そして and 

そと 外 outside 

そば 側 next to 

それ それ that one 

 

[ た ち つ て と ] 

たいいく（かん） 体育（館） physical education (gymnasium) 

だいがく 大学 university 

だいがくせい 大学生 university student 

だいじょうぶ（な） 大丈夫（な） all right, OK 

たいせつ（な） 大切（な） important 

たいてい たいてい usually 

だいどころ 台所 kitchen 

たいへん（な） 大変（な） a burden, very 

たかい 高い tall, high, expensive 

たくさん 沢山 a lot, many 

タクシー タクシー taxi 

だけ だけ only 

たたみ 畳 tatami matting 

たつ 立つ to stand 

たのしい 楽しい enjoyable, fun 

たべもの 食べ物 food 

たべる 食べる to eat 

たまご 卵 egg 

だめ（な） だめ（な） no good, not permitted 

だれ 誰 who? 

たんじょうび （お）誕生日 birthday 

ダンス（する） ダンス（する） (to) dance 

 

ちいさい 小さい little, small 

ちかい 近い near 

ちがう 違う to be different 

ちかてつ 地下鉄 underground railway, subway 
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ちず 地図 map 

ちち 父 (one’s own) father 

ちゃいろ（い） 茶色（い） brown 

ちゃわん 茶わん green tea cup, bowl 

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

ちゅうがっこう 中学校 junior high school 

ちょっと ちょっと a little 

ちり 地理 geography 

 

つかう 使う to use 

つかれる 疲れる to get tired 

つぎ 次 next 

つく 着く to arrive 

つくえ 机 desk 

つくる 作る to make 

つとめる 勤める to be employed at, to work for 

つまらない つまらない boring, dull 

つよい 強い strong 

つり 釣り fishing 

 

て 手 hand 

テーブル テーブル table 

テープ テープ tape 

てがみ 手紙 letter 

できる 出来る to be able to do 

デザート デザート dessert 

でしょう でしょう probably 

テスト テスト test 

テニス テニス tennis 

デパート デパート department store 

でる 出る to leave 

テレビ テレビ television 

テレビゲーム テレビゲーム television game, video game 

てんき 天気 weather 

でんしゃ 電車 train 

テント（をはる） てんと（をはる） (to pitch a) tent 

てんぷら 天ぷら tempura (fish or vegetables fried in batter) 

でんわ（する） 電話（する） to telephone 
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と 戸 door (sliding) 

ドア ドア door 

どうきゅうせい 同級生 fellow student 

どうぞ どうぞ here you are 

どうぶつえん 動物園 zoo 

とおい 遠い far away 

トースト トースト toast 

ときどき 時々 sometimes 

とくい（な） 得意（な） good at 

とけい 時計 watch, clock 

どこ どこ where 

とこのま 床の間 tokonoma (alcove) 

ところ 所 place 

としうえ 年上 older 

としした 年下 younger 

としょかん 図書館 library 

とだな 戸棚 cupboard 

とても とても very 

どなた どなた who? (polite) 

となり となり next to 

とまる 止まる to stop 

とまる 泊まる to stay (in accommodation) 

ともだち 友達 friend 

どようび 土曜日 Saturday 

ドライブ（する） ドライブ（する） (to go for a) drive 

とり 鳥 bird 

とる 取る to catch, to hand over, to take 

どんな どんな what kind of? 

 

[ な に ぬ ね の ] 

ナイフ ナイフ knife 

なおす 直す to cure, to make better 

なおる 直る to heal, to get better 

なか 中 inside 

ながい 長い long 

なく 泣く to cry 

なし なし nashi (type of pear) 

なつ 夏 summer 
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なに／なん 何 what? 

（お）なまえ （お）名前 name 

ならう 習う to learn 

なる なる to become 

 

にかいだて 二階建て two-storeyed 

にがて（な） 苦手（な） no good at 

にぎやか（な） にぎやか（な） lively, bustling 

にく（や） 肉（屋） meat (butcher’s shop) 

にちようび 日曜日 Sunday 

にほん 日本 Japan 

にもつ（をつくる） 荷物（を作る） (to pack) luggage 

ニュージーランド ニュージーランド New Zealand 

ニュース ニュース news 

にわ 庭 garden 

 

ぬぐ 脱ぐ to take off (clothes) 

 

ネクタイ ネクタイ necktie 

ねこ 猫 cat 

ネットボール ネットボール netball 

ねむい 眠い sleepy 

ねる 寝る to lie down, to go to bed 

 

のうじょう 農場 farm 

ノート ノート notes, exercise book 

のど のど throat 

のぼる 上る to climb, to ascend 

のぼる 登る to climb (trees, mountains) 

のむ 飲む to drink 

のる 乗る to board, to take, to ride (transport) 

 

[ は ひ ふ へ ほ ] 

は 歯 teeth 

パーティー パーティー party 

はい はい yes 

ハイキング ハイキング hiking 

バイク バイク motorbike 
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はいる 入る to enter, to go inside, to join 

はく はく to wear (below the waist) 

はこ 箱 box 

はし 橋 bridge 

はしる 走る to run 

（が）はじまる （が）始まる (something) begins 

はじめ 始め the beginning, the start 

（を）はじめる （を）始める to begin (something) 

バス（てい） バス（てい） bus (stop) 

バスケットボール バスケットボール basketball 

はたらく 働く to work 

はっきり はっきり clear(-ly) 

はな 花 flower 

はな 鼻 nose 

はなし 話 story, speech 

はなす 話す to speak 

バナナ バナナ banana 

（お）はなみ （お）花見 hanami (flower viewing) 

はは 母 (one’s own) mother 

はやい 早い early 

はやい 速い fast 

はる 春 spring 

はれ 晴れ fine (weather) 

バレーボール バレーボール volleyball 

はん 半 half 

ばん 晩 evening 

パン（や） パン（屋） bread (bakery) 

ハンカチ ハンカチ handkerchief 

ばんごう 番号 number 

ばんごはん 晩ご飯 dinner 

ハンサム（な） ハンサム（な） handsome 

ハンバーガー ハンバーガー hamburger 

 

ひ 日 day 

ピアノ ピアノ piano 

ひく 引く to catch (a cold), to look up (a dictionary), to pull 

ひく 弾く to play (a stringed instrument) 

ひくい 低い low, short (height) 
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ピクニック（する） ピクニック（する） (to have a) picnic 

ひこうき 飛行機 plane 

ひだり（がわ） 左（側） left (side) 

ひつじ 羊 sheep 

ビデオ ビデオ video 

ひと 人 person 

ひま（な） 暇（な） free time 

びょういん 病院 hospital 

びょうき 病気 sick, ill 

ひらがな ひらがな hiragana  

ひらや 平家／平屋 single-storeyed house 

ひる 昼 daytime, lunchtime 

ビル ビル building 

ひるごはん 昼ご飯 lunch 

ひろい 広い wide, spacious 

ピンク ピンク pink 

 

プール プール pool 

フォーク フォーク fork 

ふく 吹く to blow (of wind), to play (a wind instrument) 

ふとる 太る to put on weight, to get fat 

ふとん 布団 futon 

ふね 船 boat, ship 

ふべん（な） 不便（な） inconvenient 

ふゆ 冬 winter 

ブラウス ブラウス blouse 

フランス フランス France 

ふる 降る to fall (rain, snow) 

ふるい 古い old (things) 

（お）ふろ（にはいる） （お）ふろ（にはいる） (to have a) bath 

ふろば （お）風呂場 bathroom 

 

ページ ページ page 

へた（な） 下手（な） unskilled 

ペット ペット pet 

ベッド ベッド bed 

へや 部屋 room 

へん（な） 変（な） strange, unusual 
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ペン ペン pen 

べんきょう（する） 勉強（する） (to) study 

ペンケース ペンケース pencil case 

ペンフレンド ペンフレンド penfriend 

べんり（な） 便利（な） convenient, useful 

 

ぼうし 帽子 hat 

ホームルーム ホームルーム home room, form room 

ボーリング ボーリング bowling 

ボール ボール ball 

ぼく 僕 me, I (for males) 

ぼくじょう 牧場 (stock) farm 

ほしい 欲しい want 

ポスト ポスト postbox 

ホッケー ホッケー hockey 

ポップ ポップ pop (music) 

ホテル ホテル hotel 

ホワイトボード ホワイトボード whiteboard 

ほん（や） 本（屋） book (shop) 

ほんだな 本棚 bookcase 

 

[ ま み む め も ] 

まいあさ 毎朝 every morning 

まいしゅう 毎週 every week 

まいつき 毎月 every month 

まいとし 毎年 every year 

まいにち 毎日 every day 

まいばん 毎晩 every evening 

まえ 前 before, in front of 

マオリ マオリ Mâori 

まがる 曲がる to turn 

まずい まずい revolting (taste) 

また 又 again 

まち 町 town 

まちがえる 間違える to be mistaken 

まつ 待つ to wait 

まっすぐ まっすぐ straight ahead 

まど 窓 window 
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まにあう 間に合う to be on time 

まんが 漫画 comic, cartoon 

マンション マンション large apartment, townhouse 

 

みえる 見える to be visible 

みかん みかん mikan (mandarin) 

みぎ（がわ） 右（側） right (side) 

みじかい 短い short (length) 

みず 水 water 

みずうみ 湖 lake 

みせ 店 shop 

みせる 見せる to show 

みそしる みそ汁 misoshiru (soup) 

みち 道 street 

みどり 緑 green 

みみ 耳 ear 

みなさん 皆さん everyone 

みる 見る to look, to see, to watch 

ミルク ミルク milk 

みんな みんな everyone (colloquial) 

 

むこう 向こう over there 

むしあつい 蒸し暑い muggy, humid 

むずかしい 難しい difficult 

 

め 目 eye 

めいし 名刺 business card 

めがね めがね glasses 

メニュー メニュー menu 

 

もくようび 木曜日 Thursday 

もしもし もしもし hello (on the phone) 

もつ 持つ to hold, to have 

もっていく 持っていく to take (something) 

もってくる 持ってくる to bring (something) 

もらう もらう to receive 

もり 森 forest, wood 
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[ や ゆ よ ] 

やおや 八百屋 vegetable shop 

やきゅう 野球 baseball 

やきそば 焼きそば yakisoba (fried noodles) 

やさい 野菜 vegetables 

やさしい やさしい kind, gentle, easy 

やすい 安い cheap 

やすみ 休み a break, holiday 

やすむ 休む to have a break, to have a holiday 

やせる やせる to lose weight, to get thin  

やま 山 mountain 

やまのぼり 山登り mountain climbing 

やむ やむ to stop (rain, snow) 

やめる やめる to stop (something), to give up 

 

ゆうびんきょく 郵便局 post office 

ゆうべ 夕べ last night 

ゆうめい（な） 有名（な） famous, well-known 

ゆき 雪 snow 

ゆっくり（する） ゆっくり（する） slowly, carefully (to relax) 

 

ようふく 洋服 clothes 

よく よく often 

よこ 横 beside 

よむ 読む to read 

よる 夜 evening 

よわい 弱い weak 

 

[ ら り る れ ろ ] 

ラーメン ラーメン raamen (Chinese noodles) 

らいげつ 来月 next month 

らいしゅう 来週 next week 

らいねん 来年 next year 

ラグビー ラグビー rugby 

ラジオ ラジオ radio 

 

りょうり（する） 料理（する） cooking (to cook) 

りょかん 旅館 ryokan (Japanese inn) 
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りょこう（する） 旅行（する） to go on a trip, to go on holiday 

りんご りんご apple 

 

れいぞうこ 冷蔵庫 fridge 

れきし 歴史 history 

レストラン レストラン restraurant 

れんしゅう（する） 練習（する） practice, (to practise) 

レンタカー レンタカー rental car 

 

[ わ ] 

ワイシャツ ワイシャツ business shirt 

わかる 分かる to understand 

わすれる 忘れる to forget 

わたし 私 I, me 

わたる 渡る to cross (the road) 

わるい 悪い bad 

ワンピース ワンピース dress 
 

学習段階１（レベル１）から学習段階６（レベル６）までの表現 
 

自己紹介   

おなまえは（なんですか）。 お名前は（何ですか）。 What is your name? 

はじめまして。 

どうぞよろしく。 

始めまして。 

どうぞよろしく。 

Nice to meet you 

なんにんきょうだいですか。 何人兄弟ですか。 How many brothers and sisters do you 

have? (including yourself) 

   
会った時のあいさつ   

おはようございます。 おはようございます。 good morning 

こんにちは。 今日は。 hello (after 10 a.m.) 

こんばんは。 今晩は。 good evening 

   
別れる時のあいさつ   

おやすみなさい。 おやすみなさい。 goodnight 

さようなら。 さようなら。 goodbye 

じゃ、また。 じゃ、また。 see you later 

おげんきで。 お元気で。 take care 
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教室での表現   

こたえてください。 答えてください。 Please answer. 

～はにほんごでなんといいま 

  すか。 

～は日本語で何と言います 

  か。 

How do you say ～ in Japanese? 

もういちど。 もう一度。 Please say it again. 

よくできました。 よくできました。 Very good. Well done. 

たべないでください。 食べないでください。 Please don’t eat. 

いかないでください。 行かないでください。 Please don’t go. 

はなさないでください。 話さないでください。 Please don’t talk. 

どうぞ。 どうぞ。 Here you are. 

どうもすみません。 どうもすみません。 Thank you (for your trouble). 

どうもありがとう。 どうもありがとう。 Thank you. 

どういたしまして。 どういたしまして。 Don’t mention it. 

そうですか。 そうですか。 Is that right? 

ちがいます。 違います。 That’s not it. That’s wrong. 

   
安否などを尋ねる   

おげんきですか。 お元気ですか。 How are you? 

はい、げんきです。 はい、元気です。 I’m fine. 

おかげさまで。 おかげさまで。 Very well, thank you. 

どうしましたか。／ 

どうしたの？ 

どうしましたか。／ 

どうしたの？ 

What’s the matter? 

What’s up? 

かおいろがわるいですね。 顔色が悪いですね。 You don’t look too good. 

きぶんがわるい。 気分が悪い。 I don’t feel well. 

おたくのみなさんは？ お宅の皆さんは？ How is your family? 

おだいじに。 お大事に。 Look after yourself. 

きをつけてください。 気を付けてください。 Be careful. 

   
遺憾の表現   

ざんねんです。 残念です。 That’s a shame. 

しつれいします。 失礼します。 Excuse me. 

ごめんなさい。 ごめんなさい。 I’m sorry. 

   
家での表現   

ごめんください。 ごめんください。 May I come in? Is anyone home? 

おあがりください。 お上がりください。 Please come in (literally, up). 

おはいりください。 お入りください。 Please come in. 

ただいま。 ただいま。 I’m home! 
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おかえりなさい。 お帰りなさい。 Welcome home! 

いってきます。 行ってきます。 I’m off. See you later. 

いって（い）らっしゃい。 行って（い）らっしゃい。 See you (have a good time). 

のどがかわきました。 のどがかわきました。 I’m thirsty. 

おなかがすきました。 おなかがすきました。 I’m hungry. 

いただきます。 いただきます。 This looks great. (at mealtime) 

ごちそうさま（でした）。 ごちそうさま（でした）。 That was great. (at mealtime) 

（～でも）いかがですか。 （～でも）いかがですか。 How about ～? (offering food or drink) 

いいえ、けっこうです。 いいえ、けっこうです。 No, thanks. 

おめでとうございます。 おめでとうございます。 Congratulations. Well done. 

   
店での表現   

すみません（が）。 すみません（が）。 Excuse me. 

いらっしゃいませ。 いらっしゃいませ。 Welcome. 

おねがいします。 おねがいします。 This, thanks. This, please. 

しょうしょう 

 おまちください。 

少々お待ちください。 Please wait a moment. 

おまたせしました。 お待たせしました。 Sorry to keep you waiting. 

どのぐらいかかりますか。 どのぐらいかかりますか。 How much (money, time) will it take? 

 

学習段階７（レベル７）から学習段階８（レベル８）までの語彙リスト 
    

接尾辞、助数詞   

～おく ～億 hundred million 

～かい ～海 Sea (in proper nouns) 

～かいだて（のいえ） ～階だて（の家） -storeyed house 

～かた ～方 by way of, care of (c/-) 

～がわ ～川 River (in proper nouns) 

～く ～区 Ward (in proper nouns) 

～けん ～県 Prefecture (in proper nouns) 

～こ ～湖 Lake (in proper nouns) 

～さま ～様 formal form of address 

～さん ～山 Mount (in proper nouns) 

～し ～市 City (in proper nouns) 

～じょ（しょ） ～所 place 

～じょう ～城 castle 

～ずつ ～ずつ each 

～せい ～製 made in 
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～せん ～線 line 

～たち ～たち plural suffix 

～ちょうめ ～丁目 choome (block) 

～てん ～点 marks, points 

～ど ～度 degree (measurement) 

～パーセント ～パーセント percent 

～はく ～泊 number of nights 

～はんきゅう ～半球 hemisphere 

～ばんせん ～番線 track, platform 

～ゆき ～行き bound for 

～よう ～洋 Ocean (in proper nouns) 

 
一般語彙 

[ あ い う え お ] 

（ご）あいさつ（する） （ご）あいさつ（する） greeting, (to greet), acknowledgment 

あかちゃん 赤ちゃん baby 

あがる 上がる to go up, to enter (house) 

あかるい 明るい light, bright 

あく 開く to open 

あじ（がある） 味（がある） taste, (has flavour) 

アジア アジア Asia 

あじみ（をする） 味見（をする） to taste 

あずかる／あずける 預かる／預ける to deposit, to entrust, to receive 

あつめる／あつまる 集める／集まる to collect, to gather 

あぶない 危ない dangerous 

あまい 甘い sweet 

アマチュア アマチュア amateur 

アルバイト アルバイト part-time job 

あんぜん（な） 安全（な） safety, (safe) 

あんない（する） 案内（する） guidance, (to show around) 

あんないじょ 案内所 information bureau 

 

いう 言う to say, to be called 

いそがしい 忙しい busy 

いそぐ 急ぐ to hurry 

いためる いためる to stirfry 

いためる 痛／傷める to hurt 

いちご いちご strawberry 
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いちにちじゅう 一日中 all day 

いつか いつか some day 

いっしょうけんめい 一生けんめい diligently 

いっぱい 一杯 full 

いっぱく（する） 一泊（する） overnight stay, (to stay overnight) 

いっぱんてき（な） 一般的（な） generally, commonly 

いとこ いとこ cousin 

いみ 意味 meaning 

Eメール Eメール e-mail 

いらっしゃる いらっしゃる to go, to come, to exist (honorific) 

いりぐち 入り口 entrance 

インスタント インスタント instant 

 

うけつけ 受付け reception, information desk 

うける 受ける to sit (an exam), to receive 

うつ 打つ to hit, to type 

うつくしい 美しい beautiful 

うどん うどん udon (noodles) 

うれしい 嬉しい happy, glad 

うんてんしゅ 運転手 driver 

   

エアコン エアコン air-conditioning 

えいきょう（する） 影響（する） (to) influence 

えさ えさ food (for animals) 

えはがき 絵葉書 picture postcard 

えらぶ 選ぶ to choose 

   

おうえん（する） 応援（する） (to) support, (to cheer) 

おおい 多い many, numerous 

おうふく（する） 往復（する） (to) return, return ticket 

おくる 送る to send, to take (in car) 

おこのみやき おこのみやき okonomiyaki (Japanese-style pancake) 

おこる 起こる to occur, to happen 

おこる 怒る to get angry 

おごる おごる to treat (someone) 

おす 押す to push 

おちる 落ちる to fall, to fail 

おとなしい おとなしい quiet, well-behaved 
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おなじ 同じ the same 

おまわりさん おまわりさん policeman 

おもいだす 思い出す to recall 

おもう 思う to think 

おや 親 parent 

おやつ おやつ snack 

およぐ 泳ぐ to swim 

おる 折る to fold 

おんせん 温泉 hot spring 

   

[ か き く け こ ]   

カード カード card 

かいがい 海外 foreign, overseas 

かいがん 海岸 coast 

かいぎ 会議 meeting 

がいこく 外国 foreign country 

かいしゃいん 会社員 company employee 

かいだん 階段 staircase 

ガイド ガイド guide 

かいわ 会話 conversation 

かえす 返す to return, go give back 

かがく 化学 chemistry 

かき かき persimmon 

かぎ（をかける） かぎ（をかける） key, (to lock) 

（～に）かこまれている （～に）囲まれている is surrounded (by) 

かさ 傘 umbrella 

かざん 火山 volcano 

かじ 火事 fire 

かじ 家事 housework 

かじゅえん 果樹園 orchard 

かす 貸す to lend 

ガス ガス gas 

かぞえる 数える to count 

ガソリン ガソリン petrol 

ガソリンスタンド ガソリンスタンド petrol station 

かたづける 片付ける to clean up, to tidy away 

かたみち 片道 one-way 

かち 勝ち a win 
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かつ 勝つ to win 

がっき 学期 school term 

かない 家内 (my) wife 

かなしい 悲しい sad, sorrowful 

かならず 必ず without fail, always 

かなり かなり fairly 

（お）かねもち （お）金持ち rich person 

かのじょ 彼女 she 

かぶき かぶき kabuki (traditional play) 

かべ 壁 wall 

かもく 科目 subject 

からい 辛い hot (peppery) 

カラオケ カラオケ karaoke 

からだ 体 body, health 

かりる 借りる to borrow 

かれ 彼 he 

かわく 乾く to get dry 

かわる 変わる to change 

かんがえ 考え idea, thought 

かんがえる 考える to think, to consider 

かんけい 関係 connection, relation 

かんこうぎょう 観光業 tourism 

かんさい 関西 Kansai District 

かんじる 感じる to feel 

かんとう 関東 Kanto District 

   

き（がつく） 気（がつく） to realise, to know, to notice, to receive 

き（をつける） 気（を付ける） spirit, feeling, mind, (to be careful) 

きおん 気温 temperature 

きかい 機械 machinery 

きかい 機会 opportunity 

きせつ 季節 season 

きそく 規則 rule, regulation 

きた 北 north 

きたない 汚い dirty 

きって 切手 stamp 

きっと きっと certainly 

きびしい 厳しい strict, tough, harsh 
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きぶん（がいい／がわるい） 気分（がいい／が悪い） feeling (good/bad) 

きまる／きめる 決まる／決める to be decided, to decide on 

ぎむきょういく 義務教育 compulsory education 

きゅうきゅうしゃ 救急車 ambulance 

きゅうこう 急行 express train 

きゅうりょう 給料 salary 

きょうかしょ 教科書 textbook 

きょうみ（がある） 興味（がある） interest, (to be interested in) 

キリストきょう キリスト教 Christianity 

ぎんこういん 銀行員 bank clerk 

きんじょ 近所 neighbourhood 

   

くうき 空気 air 

くださる 下さる to give (to me, to us) (honorific) 

くだる 下る to go down 

くもる 曇る to become cloudy 

くらい 暗い dark 

グラス グラス glass (for drinking) 

クラブかつどう クラブ活動 club activity 

（に／と）くらべる （に／と）比べる to compare 

くれる くれる to give (to me, to us) 

   

けいかく 計画 plan, project 

けいさつ 警察 police 

けいたいでんわ 携帯電話 mobile phone 

ゲーム（をする） ゲーム（をする） (to play a) game 

けが（する） けが（する） injury, (to get injured) 

げき 劇 play 

けす 消す to turn off 

けっか 結果 result, outcome 

けっこう（な） けっこう（な） good, fine 

けっこん（する） 結婚（する） marriage, (to get married) 

けっこんしき 結婚式 wedding ceremony 

けんがく（する） 見学（する） (to go on a) study visit 

   

こうがい 公害 pollution 

こうがい 郊外 suburb 

こうぎょう 工業 industry, manufacturing 
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こうくうびん 航空便 airmail 

こうこく（する） 広告（する） advertisement, (to advertise), poster 

こうじょう 工場 factory 

こうずい 洪水 flood 

こうそくどうろ 高速道路 motorway 

こうつう 交通 traffic, transport 

こうばん 交番 police box 

こうりつ 公立 public 

こえ 声 voice 

コーチ コーチ coach 

ゴールデンウィーク ゴールデンウィーク Golden week 

こくご 国語 mother tongue, Japanese 

こくさい 国際 international 

こくりつ 国立 national 

こしょう（する） 故障（する） to go wrong, to break down 

こしょう こしょう pepper 

こたえ 答え reply 

こたえる 答える to answer 

こたつ こたつ kotatsu (foot warmer) 

ごちそう（する／になる） ごちそう（する／になる） (to) feast, (to) treat 

こづつみ 小包 parcel 

コップ コップ cup, glass 

こと こと thing, matter 

ことば 言葉 word, language 

このごろ このごろ recently, these days 

こまる 困る to be at a loss 

ごみ ごみ rubbish 

（お）こめ （お）米 rice 

これから これから from now on 

こわい 怖い frightening, strict, afraid 

こわす 壊す to break 

こわれる 壊れる to break, to be broken 

コンクリート コンクリート concrete 

こんど 今度 this time, next time 

   

[ さ し す せ そ ]   

さいきん 最近 recently 

さいふ 財布 purse, wallet 
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さか（がおおい） 坂（が多い） hill, (hilly) 

さがす 捜す to look for something missing 

さがす 探す to seek, to obtain something 

さがる 下がる to go down, to drop 

さくぶん 作文 essay 

さしあげる 差し上げる to give (honorific) 

さびしい 寂しい sad, lonely 

サボる サボる to play truant 

さんか（する） 参加（する） to take part in 

さんぎょう 産業 industry 

ざんぎょう（する） 残業（する） to work overtime 

 

しお 塩 salt 

しかし しかし but 

じかんわり 時間割り timetable (pupil’s) 

しげん 資源 resources 

じこ 事故 accident 

じこくひょう 時刻表 timetable (trains) 

じしん 地震 earthquake 

じしん（がある） 自信（がある） (to have) self-confidence 

しぜん 自然 nature 

じだい 時代 age, era, time 

じつは 実は actually 

しっぱい（する） 失敗（する） failure, (to fail, to blunder) 

しつもん（する） 質問（する） (to ask a) question 

しつれい（な） 失礼（な） rude 

じどうしゃ 自動車 car 

じどうはんばいき 自動販売機 vending machine 

しぬ 死ぬ to die 

しばふ（をかる） 芝生（をかる） (to cut the) grass, lawn 

しばらく しばらく for a while 

しふく 私服 mufti 

じぶん 自分 oneself 

しま 島 island 

しまる 閉まる to close 

じむいん 事務員 office worker, clerk 

じむしょ 事務所 office 

しゃちょう 社長 company president 
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（お）じゃま（をする） （お）邪魔（をする） (to be a) nuisance 

じゃんけん（する） じゃんけん（する） (to play) janken 

じゆう（にする） 自由（にする） (to set) free, (to have free time) 

じゆうじかん 自由時間 free time 

しゅうがくりょこう 修学旅行 school trip 

しゅうかん 習慣 custom 

じゅうしょ 住所 address 

じゅうぶん じゅうぶん enough, sufficient 

じゅぎょう 授業 lesson 

じゅく じゅく cram-school 

じゅけんじごく 受験地獄 examination hell 

しゅしょう 首相 Prime Minister 

しゅっぱつ（する） 出発（する） departure, (to depart) 

しゅと 首都 capital city 

しゅふ 主婦 housewife 

じゅんび（する） 準備（する） preparation, (to prepare) 

しょうかい（する） 紹介（する） introduction, (to introduce) 

（お）しょうがつ （お）正月 New Year 

しょうぎ 将棋 shoogi (Japanese chess) 

しょうぎょう 商業 commerce, business 

しょうじ 障子 shooji (sliding screen) 

しょうせつ 小説 novel (book) 

しょうひぜい 消費税 consumption tax (GST) 

しょうゆ しょうゆ soya sauce 

ジョギング ジョギング jogging 

しょくじ（する） 食事（する） (to have a) meal 

しょくどう 食堂 dining room, restaurant 

しらせる 知らせる to inform, to tell 

しらべる 調べる to check, to examine, to research 

しりつ 私立 private 

じんこう 人口 population 

しんじる 信じる to believe 

しんせつ（な） 親切（な） kind 

   

すいか すいか watermelon 

すう 吸う to smoke 

すく 空く to become empty 

すぐ すぐ immediately 
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すくない 少ない few, not many 

すごい すごい great (slang) 

ずっと ずっと much more, all the time 

すっぱい 酸っぱい sour 

（ガス）ストーブ （ガス）ストーブ (gas) heater 

（でんき）ストーブ （電気）ストーブ (electric) heater 

ストレス（がたまる） ストレス（がたまる） stress, (to become stressed) 

すばらしい すばらしい wonderful 

すもう 相撲 sumo (Japanese wrestling) 

   

せいかつ（する） 生活（する） lifestyle, (to make a living) 

ぜいかん 税関 customs 

ぜいきん 税金 tax 

せいじ 政治 politics 

せいせき 成績 results, marks 

せいひん 製品 (manufactured) goods 

せいぶつ 生物 biology 

せかい 世界 world 

せきにん（がある／をとる） 責任（がある／を取る） (to have, to take) responsibility 

せつめい（する） 説明（する） explanation, (to explain) 

ぜひ 是非 definitely 

（お）せわ（する／になる） （お）世話（する／になる） (to) care, (to) aid 

せんしゅ 選手 athlete, player 

せんたくかもく 選択科目 optional subject 

センチ センチ centimetres 

   

（お）そうしき （お）葬式 funeral 

そつぎょう（する） 卒業（する） graduation, (to graduate) 

そのまま そのまま as is 

それで それで therefore 

それに それに furthermore 

   

[ た ち つ て と ]   

(5)たい(2) (5)たい(2) versus, (5 to 2 result) 

たいいくさい 体育祭 school sports contest 

たいし（かん） 大使（館） ambassador (embassy) 

たいしょく（する） 退職（する） retirement, (to retire) 

だいたい 大体 generally, more or less 
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だいぶ 大分 considerably, a lot 

たいふう 台風 typhoon 

だから だから therefore 

たくはいびん 宅配便 delivery service 

たく たく to cook (rice) 

だす 出す to put out, to spend 

ただ ただ free, gratis 

ただしい 正しい correct 

たてもの 建物 building 

たてる 立てる to erect 

たてる 建てる to build 

たとえば 例えば for example 

たに 谷 valley 

たのしみ（にする） 楽しみ（にする） to look forward to 

たのしむ たのしむ to enjoy 

たのむ 頼む to ask, to request 

たばこ／タバコ たばこ／タバコ cigarette(s) 

だめ ため purpose, reason 

ためる ためる to save up 

たんだい 短大 junior college 

だんたい（りょこう） 団体（旅行） group (tour) 

だんだん だんだん gradually 

だんち 団地 apartment complex, housing estate 

たんぼ 田んぼ rice field 

   

チーム チーム team 

ちかがい 地下街 underground centre 

ちかく 近く vicinity 

ちほう 地方 region 

ちゅうい（する） 注意（する） (to take) care, warning 

ちゅうかりょうり 中華料理 Chinese cooking 

ちゅうごく 中国 China 

ちゅうしん 中心 centre 

ちゅうもん（する） 注文（する） (to) order 

ちょうど ちょうど exactly, just 

ちょっと ちょっと a little 

チンする チンする to cook using microwave (slang) 

つきあたり 突き当たり end of the street, T-junction 
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つけもの 漬け物 pickles 

つける 付ける to turn on 

つごう 都合 opportunity, convenience 

つたえる 伝える to convey a message 

つづく 続く to be continued 

つづける 続ける to continue 

つつむ 包む to wrap 

つめたい 冷たい cold (to touch) 

つゆ 梅雨 rainy season 

つれていく 連れて行く to take (a person) 

つれてくる 連れて来る to bring (a person) 

 

ていしょく 定食 set menu 

ていねい（な） 丁寧（な） polite, careful 

ていねんたいしょく 定年退職 to retire at the age limit 

ティーンエージャー ティーンエージャー teenager 

でかける 出かける to set out, to depart 

テキスト テキスト textbook 

できている 出来ている to be made 

てきとう（な） 適当（な） suitable 

でぐち 出口 exit 

てつだう 手伝う to help, to assist 

でまえ（をとる） 出前（を取る） to have a meal delivered 

てん 点 mark, point 

てんいん 店員 shop assistant 

でんき 電気 electricity, light 

でんきせいひん 電気製品 electrical appliances 

でんしレンジ 電子レンジ microwave 

でんとう 伝統 tradition 

でんとうてき（な） 伝統的（な） traditional 

でんわちょう 電話帳 telephone book, telephone directory 

   

とうちゃく（する） 到着（する） arrival, (to arrive) 

どうも どうも very 

どうやって どうやって how, in what manner 

（～に）とおる （～に）通る to pass (an exam) 

（～を）とおる （～を）通る to go through, to go via 

とき 時 time, when 
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とくべつ（な） 特別（な） special 

ところで ところで by the way 

とし 都市 city 

（お）としより （お）年寄り old person 

とちゅう 途中 on the way 

とっきゅう 特急 limited express 

とどける 届ける to deliver 

とめる 止める to stop (something) 

トランプ（をする） トランプ（をする） (to play) cards 

とんカツ とんカツ pork cutlet 

 

[ な に ぬ ね の ]   

ながす／ながれる 流す／流れる to flow, to let water out, to flush 

なくす／なくなる 無くす／無くなる to lose, to disappear 

なくなる 亡くなる to pass away 

なげる 投げる to throw 

なべ なべ pan, pot 

なま（の） 生（の） raw, draught (beer) 

ならぶ 並ぶ to be lined up 

なるほど なるほど I see … 

   

におい 匂い smell 

にがい 苦い bitter 

にし 西 west 

にっき（をつける） 日記（を付ける） (to keep a) diary 

にほんせい 日本製 made in Japan 

にゅうがく（する） 入学（する） starting school, (to start school) 

にる 似る to look like 

にる 煮る to boil 

にんき（がある） 人気（がある） (to be) popular, (to be) in favour 

にんぎょう 人形 doll 

 

ねだん 値段 price 

 

のうぎょう 農業 agriculture 

のみもの 飲み物 a drink 

のりかえる 乗り換える to change (trains or buses) 
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[ は ひ ふ へ ほ ] 

はいたつ（する） 配達（する） delivery, (to deliver) 

ばいてん 売店 stand, stall, kiosk 

はがき 葉書 postcard 

はくぶつかん 博物館 museum 

はさみ はさみ scissors 

はじめて 初めて for the first time 

はず はず expectation 

はずかしい 恥ずかしい embarrassed 

パスポート パスポート passport 

はたけ 畑 field, vegetable garden 

はたち 二十（才） twenty years old 

ばつ 罰 detention 

ばつ ばつ a cross (×) 

はつおん 発音 pronunciation 

はってん（する） 発展（する） development, (to develop), prosperity, 

  (to prosper) 

（お）はなしちゅう （お）話し中 busy (phone) 

はやし 林 a wood 

はやる 流行る to be popular, to be in fashion 

はらう 払う to pay 

はる 貼る to stick, to put 

はれる 晴れる to become clear, to become fine 

（あなたの）ばん （あなたの）番 (your) turn 

ばんぐみ 番組 programme 

はんたい（をする） 反対（をする） opposite, (to oppose) 

はんぶん 半分 half 

   

ビール ビール beer 

ひがし 東 east 

ひきわけ 引き分け a draw (sports score) 

ビザ ビザ visa 

びじゅつ 美術 art, fine arts 

びじゅつかん 美術館 art gallery 

びっくり（する） びっくり（する） to be surprised 

ひっこし（をする） 引っ越し（をする） a shift, (to shift) 

ひっこす 引っ越す to move house 

ひっしゅうかもく 必修科目 compulsory subject 
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ひるま 昼間 daytime 

びんぼう（な） 貧乏（な） poor 

   

ふうとう 封筒 envelope 

ふえる 増える to increase in number 

ふく ふく to wipe 

ふくしゅう（する） 復習（する） (to do) revision 

ふすま ふすま fusuma (sliding door) 

ぶたにく 豚肉 pork 

ふつう（の） 普通（の） usual, normal 

ふつう（は） 普通（は） generally, ordinarily, usually 

ぶっきょう 仏教 Buddhism 

ぶつり 物理 physics 

ぶどう ぶどう grape 

ふなびん 船便 surface mail 

フライ（にする） フライ（にする） to fry 

ぶん 文 sentence 

ぶんか（さい） 文化（祭） culture (festival) 

ぶんぽう 文法 grammar 

フライパン フライパン frying pan 

プロ プロ professional 

   

へいや 平野 plain 

へいわ（こうえん） 平和（公園） peace (park) 

べつべつ 別々 separately 

ペパー ペパー pepper 

へん 辺 vicinity 

へんじ（する） 返事（する） (to) reply 

ペンション ペンション pension (type of hotel) 

   

ほう 方 side, direction 

ぼうえき（する） 貿易（する） (to) trade 

ボーナス ボーナス bonus 

ホーム ホーム platform 

ほか 外／他 (an) other 

ポスト ポスト postbox 

ほとんど ほとんど most, almost 

（お）ぼん （お）盆 Obon (a Buddhist festival) 
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ほんとう 本当 true, real 

 

[ ま み む め も ]   

まけ 負け loss, defeat 

まける 負ける to lose, to be defeated 

（お）まご（さん） （お）孫（さん） grandchild 

まじめ（な） まじめ（な） serious, earnest, diligent 

まず まず first 

まぜる 混ぜる to mix 

まつり 祭 festival 

まもる 守る to keep, to preserve, to obey 

（みちに）まよう （道に）迷う to get lost 

まる 丸 circle 

まる まる full stop (。) 

まんいん 満員 full, packed 

みおくる 見送る to see off 

みがく 磨く to polish, to clean 

みつける 見つける to find 

みなと 港 harbour 

みなみ 南 south 

みんしゅく 民宿 minshuku (home accommodation) 

   

むかえにいく 迎えに行く to go to meet 

むかし 昔 once, in days gone by 

むすこ（さん） 息子（さん） son 

むすめ（さん） 娘（さん） daughter 

むら 村 village 

むり（な） 無理（な） unreasonable, difficult 

   

めしあがる 召し上がる to eat (honorific) 

めずらしい 珍しい rate, unusual, novel 

   

もくざい 木材 wood, timber 

もし もし if 

もちろん もちろん of course, naturally,  

もっと もっと more 

もの 物 thing 

もも 桃 peach 
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もんだい 問題 problem, question 

   

[ や ゆ よ ]   

やく 焼く to burn, to roast, to broil, go grill 

やくそく（する） 約束（する） (to make an) appointment, (to) promise 

やね 屋根 roof 

やぶる 破る to tear, to rip 

 

（お）ゆ （お）湯 hot water 

ゆうえんち 遊園地 amusement park, recreation ground 

ゆうがた 夕方 evening 

ユースホステル ユースホステル youth hostel 

ゆうびん 郵便 post, mail 

ゆかた 浴衣 yukata (summer kimono) 

ゆしゅつ（する） 輸出（する） (to) export 

ゆっくり ゆっくり slowly, at one’s leisure 

ゆにゅう（する） 輸入（する） (to) import 

   

よう よう way, manner 

ようじ 用事 business, engagement 

ようしつ 洋室 Western-style room 

ようしょく 洋食 Western-style food 

ようちえん 幼稚園 pre-school, kindergarten 

ようもう 羊毛 wool 

よてい 予定 plan, programme, expectation 

よびこう 予備校 preparatory school for university 

よぶ 呼ぶ to call, to summon, to invite, to name 

よやく（する） 予約（する） (to make a) reservation,  

  (to make a) booking 

よろこぶ 喜ぶ to be gland, to be pleased 

   

[ ら り る れ ろ ]   

らく（な） 楽（な） comfortable, easy 

ラッシュアワー ラッシュアワー rush hour 

ラム ラム lamb 

 

りゅうがく（をする） 留学（をする） to study abroad 

りゅうがくせい 留学生 overseas student 
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りょう 寮 dormitory, hostel 

（ご）りょうしん （ご）両親 parents 

りょこうがいしゃ 旅行会社 travel agency 

リラックス（する） リラックス（する） to relax 

 

れんが れんが brick 

（～に／～と）れんらく（する） （～に／～と）連絡（する） (to) contact (someone), 

  (to inform someone) 

   

ろうにん（する） 浪人（する） student (to prepare for entrance to  

  university) 

   

[ わ ]   

ワープロ ワープロ word processor 

ワイン ワイン wine 

わかい 若い young 

わかす／わく 沸かす／沸く to heat (bath), to boil (water), 

わかれる 分かれる to part from 

わかれる 別れる to separate, to divorce 

わしつ 和室 Japanese-style tatami room 

わしょく 和食 Japanese-style food 

わすれもの 忘れ物 something lost, something left behind 

わらう 笑う to laugh 
 
 


