
Column1 Column2 Column3Column4 Column5 Column6
■とびら I, II たんごさくいん(in Japanese alphabetical order)■
あ

あいさつ N greeting L12 話

あいさつをする irr-V to greet; to say hallo L19 話

あいす 愛す u-V to love (person を) L16 話

あいする 愛する u-V to love (person/thing を) L20 読

あいだ 間 N between (thing/person と thing/person のあいだ) L5 話

アイロンをかける ru-V to iron, press L12 話

あう 会う u-V to meet L2 話

あう 合う u-V to fit; to match (thing が person/thing に) L19 読

あお 青 N blue L6 話

あおい 青い　 A blue L6 話

あか 赤 N red L6 話

あかい 赤い A red L6 話

あかちゃん 赤ちゃん N baby L13 読1
あがる 上がる u-V to go up, climb up (the stairs) L13 話

あかるい 明るい A bright; cheerful [person] L10 会話

あき 秋 N fall L7
あきらめる ru-V to give up, abandon (thing を) L12 話

あく 開く u-V something opens (thing が) L14 会読

あける 開ける ru-V to open (thing を) L11 話

あげる ru-V to give to others (person に thing を) L7 会話

あさ 朝 N morning L2 会話

あさごはん 朝ご飯 N breakfast L2 話

あさって N day after next L13 話

あさねぼうする 朝ねぼうする irr-V to oversleep L14 話

あさはやく 朝早く Adv early in the morning L8
あし 足 N leg; foot L6 読話

あじ 味 N taste; flavor L4 会

あした 明日 N tomorrow L2 会話

あそこ Dem over there L5 話

あそぶ 遊ぶ u-V to play (person と); to have fun (person と) L3 話

あたたかい 暖かい／温かい A warm L9 読話

あたためる 温める ru-V to warm; to heat up (thing を) L11 前話

あたま 頭 N head L6 読

あたまがいい 頭がいい A smart L6 (話)
あたらしい 新しい A new L4 読話

あちら N that way; that person [polite] L19 話

あつい 熱い A hot [thing to touch] L4 会話

あつい 暑い A hot [air temperature] L7
あつい 厚い A thick L15 話

アップロードする／アップする irr-V to upload (thing を) L7 話

あつまる 集まる u-V to gather together (person が); to be collected (person が) L20 会

あつめる 集める ru-V to collect, gather (thing を) L12 読話

あとで 後で Phr later L8 会話

あなた N you L8
アニメ N animation L1 話

あのN Dem that N (over there) L4
アパート N apartment L2 話

あぶない 危ない A dangerous L10
あまい 甘い A sweet L4 読話

あまり(～ない) Adv not so; not very L2 会話

あめ 雨 N rain L9 読話

あめがふる 雨が降る u-V It rains. L9
あめがやむ 雨がやむ u-V It stops raining. L9
アメリカ N America L1 会話

あやまる 謝る u-V to apologize (to) (person に) L13 話

あらう 洗う u-V to wash (thing を) L9 読話

ある ある u-V to exist/ there is ... L5 会話

あるN Phr one N; a certain N [used to avoid specifying] L17 読2
あるいて 歩いて Phr on foot L4 会話

あるく 歩く u-V to walk L6
アルバイト・バイト N N part-time job L2 話

あれ Dem that one (over there) L4 話

アレルギー N allergy L14 会話



あんぜん(な) 安全(な) ANa safe; secure L10 話

あんないする 案内する VN to guide to (person を place に); to show around (person に plac  L16 会

い

～いじょう ～以上 Suf ~ and/or over; ~ and/or more L13 話

いい A good L4 話

いい／わるいせいせきをとる いい／悪い成績を取る u-V to get a good/bad grade L13 話

いいえ Phr no L1 会話

いいですね Phr That's good./Nice! L2
いう 言う u-V to say L6 話

いえ・うち 家 N home; house L2 話

いえをでる 家を出る ru-V to leave home; to move out (of the family home) L17 話

いかが QW how [polite] L19 会

いきる 生きる ru-V to live L18 読

いきをする 息をする irr-V to breathe L13 読1
いく 行く u-V to go (place に) L2 会話

いくつ QW how many L4
いくら QW how much L4 会話

いけ 池 N pond L13 読1
いけん 意見 N opinion L15 話

いじめる ru-V to bully (person を) L16 話

いしゃ 医者 N doctor L10 話

いじわる(な) ANa mean-spirited L11 話

いす N chair L5 Ｒ

いそがしい 忙しい A busy L8 話

いそぐ 急ぐ u-V to hurry (person が) L20 話

いたい 痛い A painful (thing が) L9 会話

いたす 致す u-V modest expression for する L19 話

いためる ru-V to stir-fly (thing を) L11 前

いちがつ 一月 N January L3
いちばん 一番 Adv the first (place); the best L10 会話

いつ QW when L2 会話

いっしょうけんめいに Adv one's hardest; with all one's might L19 読

いっしょに 一緒に Adv together with L2 会話

いつでも Adv anytime; at all times L17 会

いっぱいになる u-V to be filled up (with) (place が person/things で) L13 読1
いつも Adv always L6 会話

いなか 田舎 N countryside L10 話

いなくなる u-V to disappear (things が) L13 読1
イヌ 犬 N dog L3 (話)
イベント N event L5 会

いま 今 N now L1
いまから 今から Phr from now L7 話

いままで 今まで Phr (up) until now; before now L16 話

いみ 意味 N meaning L7 会

いもうとさん／いもうと 妹さん／妹 N someone's younger sister/(my) younger sister L3 会話

いや(な) ANa unpleasant; unwelcome L16 話

いらっしゃる u-V honorific expression for 行く, 来る, いる L19 話

いる いる ru-V to exist; to stay at; [a person is in...] L5 会話

いる 要る u-V to need (thing が) L15 話

いれる 入れる ru-V to put X in Y (thing Y に thing X を) L11 リ話

いろ 色 N color L6 (話)
いろいろ(な) 色々(な) ANa various L7 話

いろえんぴつ 色えんぴつ N colored pencil L15 話

インターネット／ネット N Internet L2 話

インターンシップ N internship L8 話

インド N India L1 話

う

うえ 上 N on; above (thing/person の) L5 R話

ウエイター N waiter L13 話

うえる 植える ru-V to plant (plant を) L18 読

うける 受ける ru-V to take (exams, quizzes, etc.) (thing を) L8 話

うごく 動く u-V to move (thing/person が) L19 読

ウサギ N rabbit L15 話

うしろ 後ろ N back; behind (thing/person の) L5 話

うそをつく u-V to lie (person に) L16 話

うた 歌 N song L1 会



うたう 歌う u-V to sing (songを) L4 会

うちゅう 宇宙 N space, universe L12 話

うつくしい 美しい A beautiful L20 読

うで N arm L16 話

うまい A good at (skill); good (taste) L18 話

うまくいく u-V something goes well (thing が) L18 話

うまれる 生まれる ru-V to be born (thing/person が) L12 話

うみ 海 N sea; ocean L3 会

うらやましい A jealous; envious L15 読

うる 売る u-V to sell (thing を) L7 会話

うるさい A noisy L5
うれしい A glad; happy (events) L7 話

うれる 売れる ru-V something sells well (thing が) L18 話

うわさ N gossip; rumor L17 話

うわさ(を)する irr-V to gossip; to spread rumors L17 話

うんてんする 運転する irr-V to drive (a vehicle) L12 話

うんどうする 運動する irr-V to do (physical) exercise L3 話

え

え 絵 N picture/ painting/drawing L8 会話

エ話コン N air conditioner L14 話

えいが 映画 N movie L1 話

えいがかん 映画館 N movie theater L8 話

えいがかんとく 映画監督 N film director L19 話

えいご 英語 N English L1 読

ATM（エイティーエム） N ATM L5 話

ええ Phr yes L1 会話

えがお 笑顔 N smiling face; smile L18 読

えき 駅 N train station L8 話

えさ N feed; animal food L15 話

えさをやる u-V to feed (animal に) L15 話

エネルギー N energy L17 読2
えほん 絵本 N picture book L12 読

えらぶ 選ぶ u-V to choose; to select (thing/person を) L11 話

エレベーター N elevator L15 話

えん 円 N yen L4 会話

エンジニア N engineer L10 話

えんりょする 遠慮する irr-V to hold back; to restrain oneself; to refrain from L19 話リ

お

おいしい A delicious, tasty L4 会話

おいわい お祝い N congratulatory gift; celebration L7 会話

おおあめ 大雨 N heavy rain L16 話

おおい 多い A to have a lot of L10 話

おおきい 大きい A big; large L4 話

おおや(さん) 大家(さん) N landlord L16 リ

おおゆき 大雪 N heavy snow L15 話

おかあさん／はは お母さん／母 N someone's mother/(my) mother L3 会話

おかし お菓子 N snack; confection L3 話

おかねもち お金持ち N rich person L10 話

おかねをおろす お金をおろす u-V to withdraw money L12 話

おきゃくさま お客様 N customer; client [polite] L19 話

おきゃくさん お客さん N guest; customer L11 会

おきる 起きる ru-V to wake up; to get up L2 会話

おく 置く u-V to put (thing を place に) L12 話

おくる 送る u-V to send; to give a ride (place に person を) L8 話

おくれる 遅れる ru-V to be late (thing を) L8 話

おこさん お子さん N your/their child [polite] L19 話

おこさん／こども 子供／お子さん N someone's child/(my) child L3 会話

おこす 起こす u-V to wake someone up (personを) L14 話

おこる 怒る u-V to get angry (at) (person が; thing/person を) L11 話

おこる 起こる u-V to happen; to take place (event が) L19 読

おごる u-V to treat (someone) to (food/drink) (person に food/drink を) L18 話

おじいさん N someone’s grandfather; old man L15 話

おしえる 教える ru-V to tell; to teach (person に thing を) L8 会話

おじさん N someone’s uncle; middle-aged man L15 話

おしょうがつ お正月 N New Year's L7 話

おしり N (one’s) backside, buttocks L14



おす 押す u-V to push (thing/person を) L11 話

おすすめ N recommendation L4 読話

おせわになる お世話になる u-V to be in [someone's] care; to be helped by (person に） L17 会

おそい 遅い A late; slow L10 話

おそば／そば N buckwheat (noodles) L14 会

おちこむ 落ち込む u-V to be depressed L12 話

おちゃ お茶 N tea; green tea L2 話

おちる 落ちる ru-V to fall down; drop (things が) L13 読1
おっしゃる u-V honorific expression for 言う L19 話

おと 音 N sound L5
おとうさん／ちち お父さん／父 N someone's father/(my) father L3 会話

おとうとさん／おとうと 弟さん／弟 N someone's younger brother/(my) younger brother L3 会(話)
おとこ／おとこのひと 男／男の人 N male; male person L5 話

おとしより お年寄り N elderly person L19 リ

おとす 落とす u-V to drop something (thingを) L14 読リ話

おととい N the day before yesterday L14 会

おととし N year before last L16 話

おとな 大人 N adult L20 話

おどる 踊る u-V to dance L8 話

おどろく u-V to be surprised L11 話

おなか N stomach L6 会

おなかがすく u-V to get hungry L9
おなかをこわす u-V to (do something to) get an upset stomach L14 会話

おなじ 同じ ANa same (AはBと; AとBは) L7 会

おにいさん／あに お兄さん／兄 N someone's older brother/(my) older brother L3 (話)
おねえさん／あね お姉さん／姉 N someone's older sister/(my) older sister L3 会(話)
おねがい お願い N request; wish L17 話

おねがいする お願いする irr-V to ask a favor of (person に thing を) L8 会話

おばあさん N someone’s grandmother; old woman L15
おばけ お化け N ghost L14 読後

おばさん N someone’s aunt; middle-aged woman L15
おひさしぶりです お久しぶりです Phr Long time no see/ it's been a while. L8 会

オフィス／けんきゅうしつ 研究室 N (instructor's) office, workplace L8 会話

おぼえる 覚える ru-V to memorize (thing を) L6 話

おぼれる ru-V to be drowned L15 話

おまいりする お参りする irr-V to visit (a shrine, temple) (place に) L12 話

おみやげ お土産 N souvenir L7 話

おめでとう(ございます) Phr congratulations L16 話

おもい 重い A heavy [weight] L9 話

おもい 重い A serious (sickness) L18 読

おもいだす 思い出す u-V to recall; to be reminded of (person/thing を) L20 読

おもいで 思い出 N memory L14 話

おもう 思う u-V to think L9 会話

おもしろい A interesting; funny L4 会話

おもちゃ N toy L7 話

おもに 主に Adv mostly; mainly L19 話

おや 親 N parent(s) L17 話

おやすみになる お休みになる u-V honorific expression for 寝る L19 話

おゆ お湯 N hot water L11 リ話

おゆがわく お湯がわく u-V water boils L14 話

おゆをわかす お湯をわかす u-V to boil water L11 話

およぐ 泳ぐ u-V to swim L3 会話

おりる 降りる ru-V to get off (a train), get out of (a car) (thing を) L12 話

おりる 降りる ru-V to go down (stairs を); to get off (train を) L13 話

おる u-V modest expression for いる L19 会話

おわり 終わり N end; ending L19 話

おわる 終わる u-V to (come to an) end (thing が） L17 読2
おんがく 音楽 N music L1 会話

おんせん 温泉 N hot springs L9 読会話

おんど 温度 N temperature L17 読2
おんな／おんなのひと 女／女の人 N female; female person L5 話

お大事に おだいじに Phr Get well soon. L9 会

か

か 課 N counter for lesson L14 話

か N mosquito L16 話

～かい ～回 Cnt ... time(s) L6 会話



～かげつ(かん) ～か月(間) Cnt for ... month(s) L6 話

かい ～階 Cnt ...th floor L5 Ｒ

かいがい 海外 N overseas L19 話

かいぎ 会議 N meeting; conference L19 リ

がいこく 外国 N foreign country L9 話

がいこくご 外国語 N foreign language L8
がいこくじん 外国人 N foreigner(s) L17 読1
かいしゃ 会社 N company L6 話

かいしゃいん 会社員 N company employee L1 話

かいじょう 会場 N venue; meeting place L19 会

かいだん 階段 N stairs L13 話

かいものする 買い物する irr-V to buy; to shop L2 会話

かいわ 会話 N conversation L10 話

かう 買う u-V to buy (thing を) L2 会話

かう 飼う u-V to have (animal を) L7 話

かえす 返す u-V to return (thing を) L13 話

かえる 帰る u-V to return (home) (home に) L2 会話

かえる 変える ru-V to change something (thing を) L14 話

かお 顔 N face L9 話

がか 画家 N painter L16 会

かがみ 鏡 N mirror L19 話

かかる u-V take (time が); cost (money が) L4 話

かぎ N key L14 読

かぎがかかる u-V something locks (thingに) L14 話

かぎをかける ru-V to lock something (thing に) L14 話

かく 書く u-V to write (thing を) L3 話

かく 描く u-V to draw (thing を) L8 会話

がくせい 学生 N student L1 会話

がくちょう 学長 N president (of a university) L17 話

かける ru-V to put on (glassesを) L6 話

かける ru-V to pour X onto Y; to dip X in Y (thing Y に thing X を) L11 話

かける (いすに) ru-V to sit down (on a chair) L19 話リ

かさ N umbrella L13 話

かざる u-V to decorate (room を); to display (as decoration) (flower を) L14 話会

かさをさす u-V to open an umbrella L13 話

かし 歌詞 N (song) lylic(s) L20 読

かじ 家事 N housework; household matters L15 話

かしゅ 歌手 N singer L10 話

かじをする 家事をする irr-V to do housework L15 話

かす 貸す u-V to lend (person に thing を) L8 話

かず 数 N number L19 読

かぜをひく u-V to catch a cold L9 会話

かぞえる 数える ru-V to count (thing を) L19 会

かた 肩 N shoulder L17 読2
かたづける 片付ける ru-V to clean (place を); put away (thing を) L9 話

がつ ～月 Suf ... month L3 会話

かっこ 括弧 N parenthesis L18 話

かっこいい A cool, great-looking L4 会話

がっこう 学校 N school L2 話

かっこわるい かっこ悪い A uncool; bad-looking L18 話

かつどう 活動 N activity L17 話

かなしい 悲しい A sad L7 読

かのじょ 彼女 N girlfriend; she L7 話

かばん N bag L6 話

カフェ N cafe L2 話

かぶる u-V to put on (hat/capを) L6 話

かみ N hair L6 話

かみ 紙 N paper L11 読

かみさま 神様 N God; god L16 読2
かみをそめる かみを染める ru-V to color (one's) hair L13 話

かみをとかす u-V to comb (one’s) hair L15 話

ガムをかむ u-V to chew gum L13 話

かよう　 通う u-V to (regularly) go to (school, work に); to attend (school, church に L20 話

かようび 火曜日 N Tuesday L2 会話

からい A spicy; hot L4 話

カラオケ N karaoke L2 話



からだ 体 N body L6 会

からだにいい 体にいい A to be good for (one's) health L13 話

かりる 借りる ru-V to borrow (person に thing を) L8 話

かるい 軽い A light [weight] L9 話

かれ 彼 N boyfriend; he L7 話

かわ 川 N river L5 R
かわいい A cute L4 会話

かわいそう(な) ANa poor, pitiable, deserving pity/compassion L12 会

かわかす u-V to dry (thing を) L16 読2
かわる 変わる u-V something changes (thing/person が) L18 読

かんがえる 考える ru-V to think; to consider (thing について/ thing を) L8 会

かんきょう 環境 N environment L20 話

かんけい 関係 N relation(ship); connection; related L18 読

かんこうきゃく 観光客 N tourist L17 話読1
かんこうする 観光する irr-V to go sightseeing (place/thing を) L5 話

かんこく 韓国 N Korea L1 話

かんさい 関西 N Kansai region (the area around Kyoto and Osaka) L16
かんさいべん 関西弁 N Kansai dialect L16 会

かんじ 漢字 N kanji L3
かんしゃする 感謝する irr-V to feel grateful (person/thing に) L20 話

かんたん(な) 簡単(な) ANa easy; simple L13 会

かんづめ 缶詰 N canned food L20 話

かんどうする 感動する irr-V to be moved/touched (by) (thing に) L12 読

カンニングする irr-V to cheat on an exam L16 話

がんばる u-V to work hard (on), perserve (at) (thing を) L12 話

かんばん 看板 N sign; signboard L15 話

(お)かね お金 N money L5 話

き

～キロ N kilogram(s); kilometer(s) L16 話

き 木 N tree L5 会

きいろ 黄色 N yellow L6
きいろい 黄色い A yellow L6
きえる 消える ru-V something turns off, goes out (thing が) L14 話

きおん 気温 N temperature L9 読

きがえる 着替える ru-V to change clothes L15 話

きがつく 気がつく u-V to notice (thing に) L11 読

きく 聞く u-V to listen; to hear (thing を) L2 話

きこえる 聞こえる ru-V to be audible (thing が) L5
きじ 記事 N newspaper/magazine article L15 読

きせつ 季節 N season L14 会

きた 北 N north L17 話

ギター N guitar L8 話

きたない 汚い A dirty L4 話

キッチン N kitchen L5 Ｒ

きにする 気にする irr-V to mind (negative nuance); to care about (person/thing を) L20 会話

きのう 昨日 N yesterday L3 話

きびしい 厳しい A strict; severe L17 会

きふする 寄付する irr-V to make a donation (person/organization に thing/person を) L20 話

きぶん 気分 N feeling; mood L9 話

きまる 決まる u-V something gets decided (thing/person が) L18 読

きめる 決める ru-V to decide (thing を) L10 会

きもち 気持ち N feeling, mood L12 話

きゅうきゅうしゃ 救急車 N ambulance L15 話

きゅうに 急に Adv suddenly L17 会

ぎゅうにく 牛肉 N beef L11
きゅうりょう 給料 N salary; pay L13 話

きょう 今日 N today L2 会話

ぎょう 行 N line L18 読話

きょういく 教育 N education L17 話

きょうかい 教会 N church L8 話

きょうかしょ 教科書 N textbook L8 話

きょうじゅ 教授 N professor L17 読2
きょうみがある 興味がある u-V to be interested in (thing に) L8 会話

きょうみをもつ 興味を持つ u-V to take an interest in (thing/person に) L19 会話

きょく 曲 N a piece of music L16 話

きょねん 去年 N last year L3 話



きらい(な) ANa not like L8 話

きる 着る ru-V to put on (clothes above the waist) (thing を) L6 話

きる 切る u-V to cut (thing を) L11 前話

きれい(な) ANa beautiful; clean L4 読話

きをつける 気をつける ru-V to be careful, take care (thing に) L12 会

きんちょうする irr-V to get nervous, feel tense L12 話

きんトレをする 筋トレをする irr-V to do strength training L13 話

きんようび 金曜日 N Friday L2 会話

く

～くらい・ぐらい Prt approximately; about L4 会話

くうこう 空港 N airport L13 話

くがつ 九月 N Septembre L3
くさい A foul-smelling; stinky L14 話

くさる u-V to go bad (food が） L20 話

くしゃみ N sneeze L12 話

くしゃみをする irr-V to sneeze L12 話

くすり 薬 N medicine L14 リ

くださる u-V honorific expression for くれる L19 話

くち 口 N mouth L6 (話)
くつ N shoes L6 (話)
くつした くつ下 N socks L11 話

くに 国 N country L7 話

クモ N spider L19 読

くもり 雲り N cloudy L9 読話

くもる 雲る u-V to cloud up L9 話

くらい 暗い A dark L10 話

クラス N class; course L2 話

くらべる 比べる ru-V to compare (AとBを; AをBと) L10 話

くりかえす くり返す u-V to repeat (thing を) L20 読

クリスマス N Christmas L7 話

くる 来る irr-V to come (place に) L2 話

くるま 車 N car L4
クレジットカード N credit card L7 話

くれる ru-V to give to me (person に thing を) L7 会話

くろ 黒 N black L6 話

くろい 黒い A black L6 話

くわしく 詳しく Adv in detail L19 会

け

ケーキ N cake L3 話

ゲーム N game L1 話

けいかく 計画 N plan L12 話

けいかくをたてる 計画を立てる ru-V to make a plan L12 話

けいけんする 経験する irr-V to experience (event/thing を) L9 話

けいご 敬語 N honorific language L19
けいざい 経済 N economy L14 話

けいさつ 警察 N police L14 話

けいさんする 計算する irr-V to calculate (thing を) L12 話

けいたいでんわ けいたい電話 N mobile phone L7 話

けが N injury L14
けがをする irr-V to get injured L14 話

げき 劇 N play; drama L20 話

けさ 今朝 N this morning L3
けしき 景色 N scenery; view L20 話

けしょうする 化粧する irr-V to put on makeup L13 話

けす 消す u-V to turn off (the lights) (things を) L12 話

けっか 結果 N result L20 話

けっこんする 結婚する irr-V to get married (person と) L6 話

げつようび 月曜日 N Monday L2 話

けれど／けど Conj but; although L10 会話

けんかする irr-V to fight (person と) L9 話

げんき(な) 元気(な) ANa energetic; healthy L9
げんきがない 元気がない Phr out of sorts; lack energy L9 話

けんきゅうする 研究する irr-V to research (thing を) L8 話

げんきをだして(ください) 元気を出して(ください) Phr (Please) cheer up. L16 話

けんこう 健康 N health L13 話

けんどう 剣道 N kendo L7 会



こ

～こ ～個 Cnt [counter for small objects] L13 話

コーヒー N coffee L2 話

コーヒー／お茶をいれる ru-V to make coffee/tea L13 話

コーラ N coke L3 話

こうえん 公園 N park L3
こうがく 工学 N engineering L1 読話

こうこう 高校 N high school L3 話

こうこうせい 高校生 N high school student L17
こうこく 広告 N advertisement L15 読

こうじょう 工場 N factory L19 話

こうどう 行動 N action; behavior L18 読

こうはい 後輩 N junior member of a group L18 読

こえ 声 N voice L5
こえにだす 声に出す u-V to say aloud; to voice L18
こおり 氷 N ice L17 読2
～ご ～後 Suf (duration) later; after (duration) L17 話

ごかぞく／かぞく ご家族／家族 N someone's family/(my) family L3 会話

ごがつ 五月 N May L3
ごきょうだい／きょうだい ご兄弟／兄弟 N someone's siblings/(my) siblings L3 (話)
こくさいかんけい 国際関係 N international relations L20 会

ここ Dem here L5 会話

ごご 午後 N P.M. L2 話

こころ 心 N heart; mind L15 読

こしょう N pepper L11 前

ごぜん 午前 N A.M. L2 話

こたえる 答える ru-V to answer (thing に) L6 話

ごちそうする irr-V to treat to a meal (person に thing を) L15 話

こちら N this way; this person [polite] L19 会話

こと N thing(intangible) L8 話

ことし 今年 N this year L3
ことば 言葉 N word; language L15 会

このN Dem this N L4 会

このあいだ この間 Adv the other day L14 話

ごはん ご飯 N meal; rice L2 話

コピーき コピー機 N copy machine L19 話

コピーする irr-V to make a copy (of) (thing を) L12 話

コピーをとる コピーを取る u-V to make a copy (thing の) L17 話

こまる 困る u-V to be in trouble, to have a hard time L14 話

ごみ N trash L9 話

ごみばこ ゴミ箱 N garbage can L9
ごみをだす ごみを出す u-V to take out the garbage L9 話

こむ 混む u-V to get crowded (thing/place が) L11 話

ごめん Phr Sorry (casual) L8 話

ごらんになる ご覧になる u-V honorific expression for 見る L19 話

ごりょうしん／りょうしん ご両親／両親 N someone's parents/(my) parents L3 会(話)
これ Dem this one L4 会話

これからも Phr (continuing) from now on; keep 〜ing L16 読2
ごろ 頃 N about; around [time] L2 会話

ころぶ 転ぶ u-V to fall down L14 読リ話

こわい A scary L9 会

こわす u-V to break something (thing を) L14 話

こわれる ru-V something breaks (thing が) L14 話

こんがっき 今学期 N this semester L15 話

コンサート N concert L2 会話

こんしゅう 今週 N this week L2 話

こんしゅうまつ 今週末 N this weekend L20 話

こんでいる 混んでいる u-V to be crowded (thing/place が) L11
こんど 今度 N next time L5 会

こんばん 今晩 N tonight L3 話

コンピュータ N computer L1 読話

さ

(お)さけ 酒 N alchohol; sake L3 話

～さい ～歳 Cnt ... years old L1 話

～さつ ～冊 Cnt [counter for bounded printed materials (books, etc.)] L13 話

サークル N club; (social) group [for people with a shared interest] L14 話



さいあく 最悪 N worst L16 話

さいきん 最近 Adv recently L7 話

さいごに 最後に Adv finally L11 会リ

さいごの 最後 Phr final; last L11 読

さいてい 最低 ANo lowest; worst L14 話

さいふ N wallet L7
ざいりょう 材料 N ingredients L11 話

さがす 探す u-V to look for (thing/person を) L6 会

さかな 魚 N fish L3 (話)
さく u-V to bloom (things が) L12 話

さくしゃ 作者 N author; writer L20 読

さくひん 作品 N a (piece of) work L15 会

さくぶん 作文 N composition; writing L8 話

さくら 桜 N cherry tree; cherry blossom L20 会

さす u-V to sting; to bite (mosquito/insect が) L16 話

さす 指す u-V to point (to); to indicate; to refer (to) L18
さそう u-V to invite (person を) L6 話

さっか 作家 N writer L10
サッカー N soccer L10 話

さっき Adv a little while ago L14 読会

ざっし 雑誌 N magazine L11 話

さとう 砂糖 N sugar L11
さびしい A lonely L9 話

サボる u-V to skip (work/class を) L14 話

さむい 寒い A cold [air temperature] L7 話

さら 皿 N plate; dish L9
サラダ N salad L3 話

サル N monkey L10 話

さんかする 参加する irr-V to join; to participate (event に) L16 話

さんがつ 三月 N March L3
ざんぎょうする 残業する irr-V to work overtime L18 会話

ざんねんな 残念(な) ANa That's too bad; It's disappointing L5 会

さんぽする 散歩する irr-V to take a walk (place を) L6 話

し

～じん ～人 Suf ... people [nationality] L1 話

し 詩 N poem L20 話読

じ 字 N character, letter L14 読

ジーンズ N jeans L6 話

しあい 試合 N game; match L5 話

しあわせ(な) 幸せ(な) ANa happy L10 話

しお 塩 N salt L11 前

しかく 四角 A square L18 話

しがつ 四月 N April L3
しかる u-V to scold; to reprimand (person を) L16 話

じかん ～時間 Cnt ... hours L3 読話

じかん 時間 N time L5
しけん 試験 N test; exam L7 会

じこしょうかい 自己紹介 N self-introduction L19 会

しごと 仕事 N job; work L1 読

じしょ 辞書 N dictionary L18 読

じしょをひく 辞書を引く u-V to look in (a dictionary) L20 話

しじん 詩人 N poet L20 読

じしん 地震 N earthquake L10 話

しずか(な) 静か(な) A quiet L4 話

しぜん 自然 N nature L11 会話

した 下 N under (thing/person の) L5 会/R話

じだい 時代 N period; era; times L19 読

しちがつ 七月 N July L3
じつは 実は Phr to tell the truth; actually L9 会

しっぱいする 失敗する irr-V to be unsuccessful; to fail (at) (thing に) L18 会

しつもんする 質問する irr-V to ask questions (thing について) L6
しつれいします 失礼します Phr Excuse me, (may I come in?) L8 会

じてんしゃ 自転車 N bicycle; bike L3 話

じどう 自動 N automatic L16 読2
しぬ 死ぬ u-V to die L6 話

しばらく Adv for a while L17 話



じぶん 自分 N oneself L11 会

じぶんで 自分で Phr by oneself L13 読1
しまる 閉まる u-V something closes (thing が) L14 会読リ話

ジム N gym L2 話

しめきり N deadline L13 話

しめる 閉める ru-V to close (thing を) L12 話

Tシャツ ティーシャツ N T-shirt L4 会話

しゃいん 社員 N [company] employee L17 話

しゃかい 社会 N society L13 話

しゃしん 写真 N photo; picture L3 会話

しゃちょう 社長 N president of a company L10 話

しゃべる u-V to chat, to talk, to speak [informal] L15 読

シャワー N shower L3 話

シャワーをあびる シャワーを浴びる ru-V to take a shower L3 話

ジュース N juice; soft drinks L3
～しゅうかん ～週間 Cnt for ... week(s) L6 話

じゆう 自由 N freedom L7 話

じゅう／ちゅう ～中　 Suf
throughout, in the middle of; 世界中 all over the world, 
日本中 throughout Japan, 授業中 in class, 一日中 all day L12 会話

じゅういちがつ 十一月 N November L3
じゅうがつ 十月 N October L3
しゅうかん 習慣 N custom; habit L20 話

しゅうきょう 宗教 N religion L8 話

じゅうしょ 住所 N address L13 読1
しゅうしょくする 就職する irr-V to find (full-time) work/employment (at) (place に) L12 話

じゆうに 自由に Adv freely L19 話リ

じゅうにがつ 十二月 N December L3
しゅうまつ 週末 N weekend L2 話

じゅぎょう 授業 N class L7 話

じゅぎょうりょう 授業料 N tuition L10 話

しゅくだい 宿題 N homework; assignment L1 読

しゅじゅつ 手術 N surgery L12
しゅじゅつする 手術する irr-V to perform an operation/surgery L12 話

しゅっしん 出身 N one's hometown, home country L1 会話

しゅっちょうする 出張する irr-V to take a business trip (place に) L17 話

しゅみ 趣味 N hobby L1 会

じゅんばん 順番 N order L18
じゅんびする 準備する irr-V to prepare (thing を) L10 会

しょうかいする 紹介する irr-V to introduce (person に thing を) L8 話

しょうがくきん 奨学金 N scholarship L8 話

しょうがくせい 小学生 N elementary school student L17
しょうがっこう 小学校 N elementary school L17 話

じょうし 上司 N boss L13 話

じょうず(な) 上手(な) ANa to be good at [objective] L8 話

しょうせつ 小説 N novel L19 読

しょうテスト 小テスト N quiz L18 話

じょうほう 情報 N information L15 読

しょうゆ N soy source L11 前話

しょうらい 将来 N future L10 会話

ジョギング N jogging L1
しょくじ 食事 N meal L12 話

しょくじをする 食事をする irr-V to have a meal, dine L12 話

しょくちゅうどく 食中毒 N food poisoning L14 話リ

しょくどう 食堂 N cafeteria L11 リ

しょくぶつ 植物 N plant L20 読

じょし 助詞 N particle L18
しょどう 書道 N (the Japanese art of) calligraphy L8 話

しょるい 書類 N document; paper work L19 話

しらせる 知らせる ru-V to inform (person に thing を) L17 会

しらべる 調べる ru-V to investigate; examine (thing を) L8 会

しる 知る u-V to know (thing/person を) L6 話

しろ 白 N white L6 会

しろい 白い A white L6 会

じんこう 人口 N population L17 話

じんじゃ 神社 N shrine L5 話

しんじる 信じる ru-V to believe (in) (thing/person を) L15 読



じんせい 人生 N (one's) life L16 話

しんせつ(な) 親切(な) ANa kind L10 話

しんぱいする 心配する irr-V to feel uneasy L12
しんぱい(な) 心配(な) ANa worrying, unsettling L12 話

しんぶん 新聞 N newspaper L9
す

(お)すし N sushi L3 会話

すいえい 水泳 N swimming L10
スイカ N watermelon L15 話

すいせんじょう 推薦状 N recommendation letter L8 会話

すいようび 水曜日 N Wednesday L2 会話

すうがく 数学 N mathematics L1 読

すうじ 数字 N number; digit L11 読

スカート N skirt L6 話

すき(な) 好き(な) ANa to like L1 会話

すく u-V to get less crowded (place が) L18 話

すくない 少ない A to have few L10 話

すぐに Adv at once, immediately L12 会話

すごい A amazing; awesome L4 会

すごく Adv very; extremely L4 会

すこし 少し Adv a little L9
すずしい A cool [air temperature] L9 話

すすむ 進む u-V to go forward; make progress (things が)　　 L13 読2
すすめる ru-V to recommend (thing を) L18 読

ずっと Adv the whole time; all throughout L17 話

すっぱい A sour L4
すてき(な) 素敵(な) ANa lovely [mainly used by females]; nice L19 読

すてる 捨てる ru-V to throw away (thing を) L9 話

すばらしい A wonderful; fantastic L12 読

スプーン N spoon L4 話

すべる u-V to slip (and fall) L14 話

スポーツ N sports L1 話

スポーツせんしゅ スポーツ選手 N sport athlete L10 話

すむ 住む u-V to live in (place に) L6 会話

スムーズ(な) ANa smooth L20 話

スリッパ N slippers L11 話

する irr-V to do L2 会話

する irr-V to put on (a tie, an accessary, etc.) (thing を) L6 話

すわる 座る u-V to sit down (chairに) L6 話

せ

セーター N sweater L6 話

せいかく 性格 N personality; character L13 話

せいかつ 生活 N life L9
せいかつする 生活する irr-V to live (one's life) L12 読

せいかつをおくる 生活を送る u-V to live/lead a life L16 話

せいじ 政治 N politics L1 読話

せいじか 政治家 N politician L10
せいせき 成績 N grade (on a test, etc.) L10 話

せいふく 制服 N uniform L17 話

せかい 世界 N world L7 話

せがたかい 背が高い A tall [stature] L6 話

せがひくい 背が低い A short [stature] L6 話

せき 席 N seat L19 話

せきがでる せきが出る ru-V to cough L14 話

ぜったいに 絶対に Adv definitely; absolutely L17 会

せつめい 説明 N explanation L11
せつめいする 説明する irr-V to explain (person に thing を) L11 リ話

せなか 背中 N (one’s) back L14 読リ

ぜひ Adv by all means L2 会話

せまい A narrow; small; cramped L10 話

せわをする 世話をする irr-V to take care of (person/animal の) L15 話

せん 千 N thousand L4
せん 線 N (straight) line L18
せんこう 専攻 N major L1 会話

せんざい 洗剤 N cleanser; detergent L20 話

せんしゅ 選手 N athlete; player L17 話



せんしゅう 先週 N last week L3 話

せんせい 先生 N teacher L1 話

ぜんぜん(〜ない) 全然 Adv not at all L2 話

せんたくする irr-V to do the laundry L3 話

せんたくもの せんたく物 N laundry (things to be washed) L13 リ

せんぱい 先輩 N senior member of a group; senior colleague L15 話

せんをひく 線を引く Phr to draw a line L18 読

そ

そうじする irr-V to clean (place を) L3 話

そうしましょう Phr Let's do so! L3
そうだんする 相談する irr-V to consult (person に matter を) L8 会話

そうだんにのる 相談にのる u-V to give advice (to); to lend an ear (to) (person の) L15 読話

そうです Phr That's right.; It is so. L1 話

そうですか Phr I see; Is that so? (back-channel feedback) L1 話

そこ Dem there L5 話

そして Conj and L3 読

そちら N that way; that person [polite] L19 会

そつぎょうしき 卒業式 N graduation ceremony L16 話

そつぎょうする 卒業する irr-V to graduate (from) (school を) L11 話

そと 外 N outside (thing/person の) L5 会話

そのN Dem that N L4
そば N [someone’s/something’s] side L15 話

そふ 祖父 N my grandfather L15
ソファ N sofa; couch L5 R
そぼ 祖母 N my grandmother L15 話

そら 空 N sky L18 話

それ Dem that one L4 会話

そんけいする 尊敬する irr-V to respect (person を) L20 話

そんなN Phr an N like that; such (an) N L15 読

た

Nだけ Prt only N L15 会話

～だい ～台 Count counter for cars, machines, mechanical devices L16 話

～たち ～達 Suf [plural marker for people, animal, etc.] L12 読接尾辞

たいいんする 退院する irr-V to be discharged from the hospital (hospital を／から) L18 読

ダイエットする irr-V to go on a diet L14 話

だいがく 大学 N college, university L1 会話

だいがくいん 大学院 N graduate school L1 話

だいがくいんせい 大学院生 N graduate student L1 話

だいがくせい 大学生 N college student L1 話

だいきらい(な) 大きらい(な) ANa to hate L16 話

だいじ(な) 大事(な) ANa precious; important L18 話

だいじょうぶ(な) ANa all right; safe L7 会

だいすき(な) 大好き(な) ANa to be very fond of L1 会話

たいせつ(な) 大切(な) ANa important; precious L10 話

たいてい Adv usually L2 会話

たいふう 台風 N typhoon L9
たいへん(な) 大変(な) ANa tough [situation] L4 話

たいよう 太陽 N sun L13 読2
ダウンロードする irr-V to download (thing を) L7
タオル N towel L13 会

たかい 高い A high; expensive L4 読話

たからくじにあたる 宝くじに当たる u-V to win a lottery L12 話

たくさん Adv many; a lot L2 話

たこやき たこ焼き N takoyaki (octopus dumplings) L20 会

だす 出す u-V to submit (thingを) L6 話

だす 出す u-V to take out (things を); to serve (drink, food を); to pitch in (mone  L17 会

たすかる 助かる u-V to be saved (person が) L17 会

たすける 助ける ru-V to help, assist, save (person を) L12 読話

ただ N free of charge L11 話

ただしい 正しい A correct; right L18 話

たたみ 畳 N tatami (traditional Japanese strawmat) L13 リ

たたむ u-V to fold (thing を) L15 話

たつ 立つ u-V to stand (up) L6 読

たつ u-V (time) passes (time が) L18 読

たてもの 建物 N building L5 話

たてる 建てる ru-V to build (e.g. house/building を) L16 話



たとえば 例えば Adv for example L11 会

たのしい 楽しい A fun L4 会話

たのしみ 楽しみ N pleasure, delight, joy L12
たのしみにする 楽しみにする irr-V to look forward to something L12 会話

たのしむ 楽しむ u-V to enjoy (things を) L13 話

たのむ 頼む u-V to ask a favor of someone (person に thing を) L16 話

たばこをすう タバコを吸う u-V to smoke (cigarette) L8 話

たべもの 食べ物 N food L3 会

たべる 食べる ru-V to eat (thing を) L2 話

たまご 卵／玉子 N egg L11 話

だます u-V to deceive; to trick (person を) L19 読

だめ(な) ANa no good L10 会

ためる 貯める ru-V to save (money) (thing を) L12 話

たりる 足りる ru-V to be enough (thing が) L15 話

だれ 誰 QW who L1 話

だれか Phr someone L7 話

だれでも 誰でも Phr anybody L20 読

だれの 誰の QW whose L4 話

だれも Phr nobody; not ~ anyone L7 話

たんい 単位 N credit [unit of academic] L12 会

たんご 単語 N vocabulary; word L3
たんじょうび 誕生日 N birthday L7 会話

ダンス N dance L1 話

だんらく 段落 N paragraph L18 読話

ち

ち 血 N blood L14 読

(お)ちゃわん (お)茶碗 N rice bowl L13 前話

ちいさい 小さい A small L4 話

チェックする irr-V to check (thing を) L11 会

ちか 地下 N underground; basement L5
ちかい 近い A close; near L13 話

ちがい 違い N difference L20 話

ちがう 違う u-V to be differnt (AとBは; AはBと) L10
ちかく 近く N near; nearby (thing/person の) L5 R話

ちかづく 近づく u-V to come close; to approach (thing/person に) L17 話

ちかてつ 地下鉄 N subway L4
ちきゅう 地球 N Earth L13 読2
チケット N ticket L4 読話

ちこくする 遅刻する irr-V to be late (to) (things に) L13 話

ちしき 知識 N knowledge L19 話

チップ N tip L13 話

ちゃいろ 茶色 N brown L6 会話

ちゃいろい 茶色い A brown L6 会話

ちゅういする 注意する irr-V to warn (person を); to pay attention to (thing に) L16 話

ちゅうがくせい 中学生 N junior high school student; middle school student L17
ちゅうがっこう 中学校 N junior high school; middle school L17 話

ちゅうごく 中国 N China L1 話

ちゅうしゃ 注射 N injection; shot L19 読

ちゅうもんする 注文する irr-V to order (thing を) L6 話

チョコレート N chocolate L7 話

つ

～つ Ctr Counter for discrete object L4 話

つかう 使う u-V to use (thing/person を) L7 読

つかれる ru-V to get tired L9
つき 月 N moon L13 読2
つきあう 付き合う u-V to keep [person] company (person's activity に); to go out with, d   L12 話

つぎに 次に Adv next L11 リ会

つぎの 次の Phr next L11 話

つく 着く u-V to arrive (place に) L12 会話

つく u-V something turns on (thing が) L14 読話

つくえ 机 N desk L5 会

つくる 作る u-V to make (thing を) L3 話

つける 付ける ru-V to put X on Y; to dip X in Y (thing Y に thing X を) L11 リ話

つける つける ru-V to turn on (the lights) (thing を) L12 話

つたえる 伝える ru-V to convey (person に thing を) L15 話

つづける 続ける ru-V to continue (thing を) L15 読



つとめる 勤める ru-V to work for (company に) L15 読

つながる u-V something connects (thing が) L14 話

つなげる ru-V to connect something (thing を) L14 話

つまらない A boring L4 話

つめ N nail L17 読2
つめたい 冷たい A cold [thing to touch] L4 話

つよい 強い A strong L10 話

つらい A rough; hard L18 読

つれてくる 連れてくる irr-V to bring (place に person を) L8 話

て

て 手 N hand L4 読話

(お)てら お寺 N temple [Buddhism] L5 話

データ N data L10
デート N date L3 話

テーブル N table L5 R
テーマパーク N theme park L17 読1
テーマ N theme L18 読

～ていらっしゃる u-V honorific expression for 〜ている L19 会話

～ておる u-V modest expression for 〜ている L19 話

～でよかったら Phr if you are OK with ... L17 会

であう 出会う u-V to meet (by chance); to run into (person と) L15 読

でかける 出かける ru-V to go out (place に) L8 話

てがみ 手紙 N letter L3 話

できる ru-V can do (thing が) L8 話

できる できる ru-V to come into existence, to be made/completed (thing が) L14 話

できるだけ Phr as much as possible L15 話

でぐち 出口 N exit L14 読

てつだい 手伝い N help L18 読

てつだう 手伝う u-V to give one's help (person を) L6 話

でてくる 出てくる irr-V to come out, to appear (thing/person が) L16 読2
テニス N tennis L10 話

てぶくろ 手ぶくろ N gloves L7
でる 出る ru-V to come out, appear (thing/person が) L12 話リ

でる 出る ru-V to leave (person/thing が) L16 読2
テレビ N TV L2 話

てをたたく 手をたたく u-V to clap (one's) hands L17 話

てん 点 N point; score L16 話

てんき 天気 N weather L9 読

でんき 電気 N light L12 話

てんきよほう 天気予報 N weather forecast L9 リ

てんごく 天国 N heaven L17 読2
てんさい 天才 N genius L16 会

でんしゃ 電車 N train L4 話

でんしレンジ 電子レンジ N microwave L11
でんとうてき(な) 伝統的(な) ANa traditional L17 読1
でんわ 電話 N phone L1 話

でんわする 電話する irr-V to call; to phone (person に) L16 話

でんわにでる 電話に出る ru-V to answer the phone L13
でんわばんごう 電話番号 N phone number L1 話

でんわをかける 電話をかける ru-V to make a phone call (person に) L13 話

でんわをきる 電話を切る u-V to hang up [the phone] L19 話

てんをとる 点を取る u-V to get a (good/bad) score L16 話

と

トイレ・おてあらい お手洗い N toilet; bathroom L5 Ｒ

～ど ～度 Cnt ... degree [temperature] L9 読

～ど ～度 Cnt
~time [counter for occurrences]
 (度 is not commonly used for 4 and above.) L13 話

どういう QW what (kind of) L16 会

どうが 動画 N video clip L14 話

どうして QW why L7 話

どうしますか Phr What would you do? L20 会

どうぶつ 動物 N animal L9 読

どうぶつえん 動物園 N zoo L16 話

どうやって QW how; in what way, by what means L4 会話

とおい 遠い A distant; far L13 読2
とかい 都会 N city area; urban area L10 話



ときどき 時々 Adv sometimes L2 話

とくい(な) 得意(な) ANa to be good at [subjective] L8 話

とくに 特に Adv especially; particularly L13 会

とけい 時計 N watch; clock L4 話

どこ QW where L1 会話

どこか Phr somewhere L7 話

どこにも Phr not ~ anywhere L7 話

ところ 所 N place L5 話

ところで Conj by the way L13 会

とし 年 N year L3
としょかん 図書館 N library L2 話

どちら QW where [polite] L19 話

どちら・どっち QW which L10 会話

どちらも・どっちも Phr both L10 話

とつぜん 突然 Adv all of the sudden; abruptly L17 読2
とても Adv very L4 会話

とどく 届く u-V to be delivered; to reach [a destination] (thing が) L17 話

とどける 届ける ru-V to deliver (person に thing を) L17 話

どなた QW who [polite] L19 話

となり N next (thing/person の) L5 会/R話

となり N next-door; next (to one) L13 話

どのN QW which N L4
どのぐらい QW how far [distance]; how long [time]; how many [number]; how mu  L4 話

とぶ 飛ぶ u-V to fly L12 話

とまる 泊まる ru-V to stay at (hotel, etc) (place に) L5 話

とまる 止まる u-V something stops (thing が) L14 話

とめる 止める ru-V to stop (thing/person を) L16 話

ともだち 友達 N friend L1 読

ともだちができる 友達ができる ru-V to get a new friend L14
どようび 土曜日 N Saturday L2 会話

とり 鳥 N bird L5 話

とりにく とり肉・鳥肉 N chicken (meat) L11 話

とる u-V to take (thing を) L3 会話

とる 取る u-V to take (classを) L8 会

とる u-V to take (away from); to steal (thing を) L16 話

ドル N dollar(s) L4 会話

どれ QW which one L4 会

どろぼう N thief; burglar L16
どんな QW what, what kind of L4 会話

な

ナイフ N knife L4 話

なおす 直す u-V to correct; to fix (thing を) L15 話

なか 中 N inside (thing/person の) L5 会話

ながい 長い A long L6 読

なかがいい 仲がいい A to be on good terms L9 話

なかよくする 仲よくする irr-V to get along (with) (person と) L18 話

なかよくなる 仲良くなる u-V to become good friends (with) (person と) L12 話

なかよくなる 仲よくなる u-V to become friendly (with); to get close (to) (person と) L18 読

なく 泣く u-V to cry L9 話

なくす u-V to lose something (thing を) L14 読話

なくなる u-V something disappears (thing が) L14 話

なくなる 亡くなる u-V to pass away (person が) L17 読2
なぐる u-V to hit; to strike (person を) L16 話

なさる u-V honorific expression for する L19 会話

なぜ QW why L19 読

なつ 夏 N summer L7 話

なつやすみ 夏休み N summer vacation L3 会

なでる ru-V to pet; to stroke (thing/person を) L15 話

なに/なん 何 QW what L1 会話

なにか 何か Phr something L7 会話

なにも 何も Phr nothing; not ~ anything L7 会話

なべ N pot L11 話

なまえ 名前 N name L1 話

なやみ N worry, problem L14 話

なやむ u-V to worry (about); to be troubled by (thing に) L18 読

ならう 習う u-V to learn (thing を) L7 会話



ならぶ 並ぶ u-V to stand in line; to line up (place に) L19 話

なる u-V to become (doctor, lawyer, etc. に) L10 会話

なるべく Adv as ~ as possible; to the extent one can L20 話

なるほど Phr I see. L19 読

なんがつ 何月 N What month? L3
なんさい 何歳 QW how old L1 会話

なんじ 何時 QW what time L2 会話

なんで・なにで 何で QW how; by what means L4 話

なんでも 何でも Phr anything L20 話

なんねんせい 何年生 QW what year in school L1 会話

なんばん 何番 QW what number L1
なんようび 何曜日 QW what day L2
に

～にち ～日 Suf date, the ...th day of a month L5 会

～にち(かん) ～日(間) Ctr for ... day(s) L6 会話

～について Phr About L8 会話

～によって Phr by L16 話

～にします Phr to decide on (an item) L4 会話

にがつ 二月 N February L3
にがて(な) 苦手(な) ANa not to be good at [subjective] L8 話

にぎやか(な) ANa lively; busy [place]; cheerful [person] L4 会話

にく 肉 N meat L3 話

にげる ru-V to escape; to run away (person/animal が) L14 読

にし 西 N west L17
にちようび 日曜日 N Sunday L2 話

にている 似ている ru-V to be similar to (thing/person に) L11
にほん 日本 N Japan L1 話

にほんご 日本語 N Japanese L1 読

にほんしょく 日本食 N Japanese food L19 話リ

にもつ 荷物 N baggage; package; what one is carrying L15 話

ニュース N news L9 話

にゅういんする 入院する irr-V to get hospitalized; to be admitted to a hospital (hospital に) L18 読

にる 煮る ru-V to boil [in broth or other liquid to add flavor]; to simmer; to stew (  L11 前話

にる 似る ru-V to resemble (thing/person に) L11 会

にわ 庭 N garden L15 話

にん ～人 Ctr ... people L3 会話

にんきがある 人気がある u-V to be popular L5 話

にんきがでる 人気が出る ru-V to become popular L18 話

にんぎょう 人形 N doll L14 読

にんげん 人間 N human being L17 読2
ぬ

ぬいぐるみ N stuffed animal L7 話

ぬぐ u-V to take off (clothes/shoes を) L11 リ話

ぬすむ u-V to steal (thing を) L16 話

ぬる u-V to spread X on Y (thing Y に thing X を) L11 リ話

ぬれる ru-V to get wet (thing/person が) L16 読2
ね

ネクタイ N tie L6 (話)
ネコ N cat L3 (話)
ネズミ N mouse L10 読

～ねん(かん) ～年(間) Ctr for ... year(s) L6 話

～ねんせい ～年生 Suf ... year student [grade at school] L1 話

ねだん 値段 N price L10
ねつ 熱 N fever L9 話

ねつがある 熱がある u-V to have a fever L9 話

ねむい 眠い A sleepy L9 会

ねむる 眠る u-V to sleep (person が) L17 読2
ねる 寝る ru-V to sleep; to go to bed L2 話

の

Nのあとで Nの後で Phr after N L7 話

Nのこと Phr about N L13 話

Nのとき Nの時 Phr at the time of; when L3 会話

Nのまえに Nの前に Phr before N L7 話

のこす 残す u-V to leave (behind) (thing/person を) L15 話

のせる ru-V to put X on Y (thing Y に thing X を) L11 リ

のど N throat L14 リ話



のどがかわく u-V to feel thirsty L9
のぼる 登る u-V to climb on (place に) L9 話

のみもの 飲み物 N drink L3
のむ 飲む u-V to drink (thing を) L2 話

のりおくれる 乗り遅れる ru-V to miss [a train, bus, etc.] (transportation に) L14 話

のりもの 乗り物 N ride; vehicle L18 話

のる 乗る u-V to get on (thing に); ride (thing に) L3 話

のる u-V X is placed on top of Y (thing Yに thing X が) L18 話

のる u-V to appear in (book, newspaper, etc. に） L20 話

は

～はい ～杯 Cnt [counter for food & drink in cups & bowls ] L13 会話

(お)はし N chopsticks L4 読話

～ばん ～番 Cnt ...th; no. L11 読

は 歯 N tooth L9 話

パーティー N party L2 話

はい Phr yes L1 会話

バイク N motorcycle L10 話

ハイテク N high technology; high-tech L16 読2
はいゆう 俳優 N actor L10 話

はいる 入る u-V to take (place に); to enter (place に) L3 会話

ばか N stupid; idiot L20 読

ばかにする irr-V to make fun of; to disdain (person を) L16 話

はく u-V to put on (clothes under the waist) (thing を) L6 会話

はくぶつかん 博物館 N museum L8 話

はげます u-V to encourage (person を) L15 話

はこ 箱 N box L19 話

はこぶ 運ぶ u-V to carry; to transport (thing/person を) L15 話

はさむ u-V to insert X between Y (thing Y に thing X を) L11 リ話

はじまる 始まる u-V to begin; to start (things が) L17 話

はじめ 初め N the beginning, the start L12 読

はじめて 初めて Adv for the first time L12 話

はじめに 初めに Adv at first; first of all L11 読

はじめる 始める ru-V to start; to begin (thing を) L8 話

ばしょ 場所 N place L11 リ話前

はしる 走る u-V to run L6 話

バス N bus L4 話

はずかしい 恥ずかしい A embarrassed; ashamed L19 話

パソコン N personal computer; PC L6
はたち 二十歳 N twenty years old L1
はたらく 働く u-V to work (place で) L6 話

はちがつ 八月 N August L3 話

ばつ N X-mark (×) L18 話

はつおん 発音 N pronunciation L19 話

はっけんする 発見する irr-V to discover (thing を) L16 話

はっぴょう 発表 N presentation L12 読

はっぴょうする 発表する irr-V to present, announce (thing を) L12 読話

はな 花 N flower L5 話

はな 鼻 N nose L6 読

はなし 話 N story L15 話

はなしあう 話し合う u-V to discuss; to have a talk L17 読1
はなす 話す u-V to speak (thing を) L3 会話

はなび 花火 N fireworks L10
はね 羽 N feather; wing L20 読

はやい 速い／早い A fast; quick; early L10 会話

バラ N rose L17 読2
はらう 払う u-V to pay (money を) L13 会話

はる 春 N spring L7 話

はる u-V to post; to paste onto (thing を) L14 話

はれ 晴れ N sunny L9 読話

はれる 晴れる ru-V to clear L9 話

バレンタインデー N St. Valentine's Day L7 話

ハロウィン N Halloween L7 話

はをみがく 歯をみがく u-V to brush one's teeth L6 話

～はん ～半 Suf half L2 話

パン N bread L3 (話)
ばんごう 番号 N number L1 話



ばんごはん 晩ご飯 N dinner L2 話

ひ

～ひき ～匹 Cnt counter for small animals L5 会

ひ 日 N day L7 話

ひ 火 N fire L14 読

ビール N beer L3 話

ピアノ N piano L8 話

ひがし 東 N east L17
ひく 弾く u-V to play (strings) (thing を) L8 話

ひくい 低い A low L20 読

ひげをそる u-V to shave (one’s) beard L15 話

ひこうき 飛行機 N airplane L4 話

ピザ N pizza L3
ビジネス N business L13 会

びじゅつ 美術 N art L1 会

びじゅつかん 美術館 N art museum L5 会話

ひだり 左 N left (thing/person の) L5 R話

ひだりて 左手 N left hand L12 読

びっくりする irr-V to be surprised L16 話

ひっこし N moving L7 会話

ひつよう(な) 必要(な) ANa necessary L19 話

ビデオ N video L7 話

ひと 人 N person L4 話

ひどい A awful, severe L12 読

ひとつ 一つ N one (discrete object) L4
ひとりぐらし 一人暮らし N living alone L20 話

ひとりぐらしをする 一人暮らしをする irr-V to live alone L20
ひとりっこ 一人っ子 N only child L3 (話)
ひとりで 一人で Phr alone; by oneself L3 話

ひま 暇 ANa not busy L8 話

ひゃく 百 N hundred L4 会話

ひやす 冷やす u-V to chill; to cool down (thing を) L11 前

ひょう 表 N chart; table L18
びょういん 病院 N hospital L5 話

びよういん 美容院 N hair salon L13 話

びょうき 病気 N sickness L9 話

ひょうげん 表現 N expression L18 読

びょうしつ 病室 N hospital room L18 読

ひらく 開く u-V
to open (usually spreading apart from a hinge or other axis)
 (thing, shop を) L17 話

ひらく 開く u-V to hold (event を) L19 読

ひる 昼 N daytime, midday L2 話

ひるごはん 昼ご飯 N lunch L2 話

ひるねする irr-V to take a nap L11 話

ひろい 広い A wide; spacious L10 話

ひろう 拾う u-V to pick up (things を) L13 読1
ひろがる 広がる u-V something spreads out; something widens (thing が) L18 読

ひろげる 広げる ru-V to spread something out; to widen something (thing を) L18 読

びんぼう(な) 貧乏(な) ANa poor L12 読

ふ

ふあん(な) 不安(な) ANa uneasy L20 話

フォーク N fork L4 話

～ふん ～分 Cnt ... minute(s) L4 会話

ふく 服 N clothes L6 (話)
ふくしゅうする 復習する irr-V to review (one's learning を) L13 話

ふくろ N bag; sack L15 話

ふた N lid L11
ふたご N twins L3 会(話)
ふたつ 二つ N two (discrete object) L4
ぶたにく ぶた肉 N pork L11
ぶちょう 部長 N department head; club president L17 話

ふつかよい 二日よい N hangover L14 話

ぶつかる u-V to run into; to crash into (thing/person に) L14 読

ふとる／ふとっている 太る／太っている u-V to gain weight; be fat L6 会(話)
ふとん 布団 N futon (Japanese-style bedding) L13 リ

ふね 船 N boat; ship L10 話



ふむ u-V to step on (thing を) L16 話

ふゆ 冬 N winter L7 話

フライパン N frying pan L11
フランス N France L1 会話

ふる u-V to reject; to jilt; to dump (person を) L16 話

ふるい 古い A old [thing-not used for people] L4 話

プレゼン N presentation L18 話

プレゼント N present L7 会話

プレゼントする irr-V to give as a present (person に thing を) L16 話

プログラム N program (study abroad, etc) L8 話

ぶんか 文化 N culture L8 話

ぶんがく 文学 N literature L8 話

ぶんぽう 文法 N grammar L11 話

へ

(お)べんとう 弁当 N boxed lunch L11 話

へいわ 平和 N peace L17 話

へた(な) 下手(な) ANa not to be good at [objective] L8 話

ベッド N bed L5 Ｒ

ペット N pet L3 (話)
ヘビ N snake L19 読

へや 部屋 N room L1 話

へや 部屋 N room L2 話

へやばんごう 部屋番号 N room number L1 話

ペン N pen L4 話

へん(な) 変(な) ANa strange; unusual L4 話

べんきょう 勉強 N study L1 話

べんきょうする 勉強する irr-V to study (thingを) L2 話

べんきょうになる 勉強になる u-V to learn a lot; can learn a lot L17 会

ペンギン N penguin L16 話

べんごし　 弁護士 N lawyer L10
へんじ 返事 N answer, reply L15 読

へんじをする 返事をする irr-V to answer, to respond L15 読

べんり(な) 便利(な) ANa convenient L7 会話

ほ

ホームシック N homesickness L14 話

ホームステイ N homestay L10 会

～ほん ～本 Cnt [counter for long, cylindrical objects] L13 話

ほうげん 方言 N dialect L15 リ

ぼうし N hat; cap L6 話

ほうりつ 法律 N law L17 話

ほかに 他に Adv other …; … else L11 話

ほかの 他の Phr other L7 会

ぼく 僕 N I [used by men] L1 読

ほけん 保険 N insurance L12
ほけんにはいる 保険に入る u-V to buy insurance L12 話

ほし 星 N star L13
ほしい A to want L7 会話

ほしがる u-V to want (thing を) L7 話

ぼしゅうする 募集する irr-V to recruit (person を) L19 話

ホストファミリー N host family L10 話

ボタン N button L11 話

ホテル N hotel L5 話

ほめる ru-V to praise, to compliment (animal/person を) L15 話

ボランティア N volunteer L14
ボランティアをする irr-V to volunteer L14 話

ほん 本 N book L1 話

ほんだな 本棚 N bookshelf L12 読

ほんとう(の) 本当 Phr true; real L16 話

ほんとうですか 本当ですか Phr Is it true? L4 会

ほんとうに 本当に Adv really, truly L16 会

ほんやくする irr-V to translate (language 1 を language 2 に) L12 話

ま

まあまあ(な) ANa okay; so-so L4 読

～まい ～枚 Cnt counter for flat objects L5 話

まいあさ 毎朝 Adv every morning L6 話

まいしゅう 毎週 Adv every week L6 話



まいとし 毎年 N every year L5 会

マイナス N minus L9
まいにち 毎日 N everyday L2 会話

まいる 参る u-V modest expression for 行く, 来る L19 会話

～まえ ～前 Suf (duration) ago L18 話

まえ 前 N front (thing/person の) L5 話

まえに 前に　 Phr before (earlier in time) L16 話

まえより 前より Phr (more/less) … than before L15 会

まじめ(な) まじめ(な) ANa serious-minded L9 話

まず Adv first; to begin with L11 リ会

まずい A bad-tasting L4 話

まぜる 混ぜる ru-V to mix (thing を) L11 前話

また Adv once again; again L16 会

まだ＋affirmative Adv still L18 文会

まだ＋negative Adv not yet L6 会話

またこんど また今度 Phr another time L7 話

まだまだです Phr still a long way to go L16 会

まちがい 間違い N mistake; error L14 話

まちがえる 間違える ru-V to make a mistake (with) (thing を) L14 話

まつ 待つ u-V to wait for (personを) L6 会話

マッサージ N massage L13 話

まっちゃ 抹茶 N powdered green tea L13 会

まど 窓 N window L5 会

まなぶ 学ぶ u-V to learn (fact, technique を） L17 会

マフラー N winter scarf L7
まる 丸 N circle (

◯

) L18 話

まるい 丸い N circular; round L18
まん 万 N ten thousand L4
まんが 漫画 N comic book L1 話

まんがか まんが家 N cartoonist L10
まんじゅう N steamed bun with a bean-jam filling L19 会読

み

みえる 見える ru-V to be visible (thing が) L5 会/R
みがく u-V to polish, brush (one's teeth) (thing を) L12 話

みぎ 右 N right (thing/person の) L5 R話

みぎて 右手 N right hand L12 読

みじかい 短い A short [length] L6 話

みず 水 N water L2 話

みずうみ 湖 N lake L12 話

みずをだす 水を出す u-V to turn on the water L16 読2
みせ 店 N shop; store L7 話

みせができる 店ができる ru-V a shop comes into existence L14
みせる 見せる ru-V to show (person に thing を) L6 会

みち 道 N road L10 話

みつかる 見つかる u-V to be found (thing/person が) L15 読

みつける 見つける ru-V to find (thing/person を) L15 話

みっつ 三つ N three (discrete object) L4
みどり 緑 N green L6 読

みなさん 皆さん N everyone L9 会

みなみ 南 N south L17
みみ 耳 N ear L6 話

みょうじ 名字 N one's last name L16 話

みる 見る ru-V to look; to watch; to see (thing を) L2 会話

みんな N everyone; everything L4 話

みんなで Phr all together L4 会話

む

むかえにくる 迎えに来る irr-V to come to pick someone up; to come for (place に person を) L8 話

むかし 昔 N the past; old times L10 話

むし 虫 N bug; insect L16
むしあつい むし暑い A hot and humid L15 会

むしする 無視する irr-V to ignore (person を) L16 話

むずかしい 難しい A difficult L7 会

むだづかいする irr-V to waste (money, energy, etc.) L16 話

むらさき N purple L6
むりをする 無理をする irr-V to push oneself too hard L15 話



め

～め ～目 Suf ~th [ordinal suffix] L18
め 目 N eye L6 話

メール N e-mail L3 話

めいし 名詞 N nouns L18 読

めがね 眼鏡 N glasses L6 話

めざましどけい 目覚まし時計 N alarm clock L12 話

めしあがる 召し上がる u-V honorific expression for 食べる, 飲む L19 話

めずらしい A rare; uncommon L14 話

めちゃくちゃ(な) ANa messy L9 話

めをさます 目を覚ます u-V to wake up L19 読

めんせつ 面接 N (job) interview L15 話

も

もう＋affirmative Adv already L6 会

もう＋negavtive Adv no longer L18 文会

もうしこむ 申し込む u-V to apply (to/for) (things に) L13 話

もうす 申す u-V modest expression for 言う L19 会話

もうすぐ Adv soon L9 文

もうすこし もう少し Phr a little more L10 会

もくてき 目的　 N purpose L16 読

もくひょう 目標 N goal; target L20 会

もくようび 木曜日 N Thursday L2 話

もじ 文字 N character; letter L19 話

もちろん Phr of course L14 会読

もつ 持つ u-V to have (thing を) L6 話

もっていく 持っていく u-V to take (place に thing を) L7 話

もってくる 持ってくる VN to bring (place に thing を) L6 話

もっと Adv more L7 会

もてる ru-V to be popular (personに) [particularly in terms of romantic interes L15 話

もどる 戻る u-V to go/come back (to); to return (place に) L17 話

もの 物 N thing (tangible) L7 話

もらう u-V to receive (person に thing を) L7 会話

もり 森 N forest, woods L12 話

もんく 文句 N complaint L19 話

もんくをいう 文句を言う u-V to complain (person に) L19 話

もんだい 問題 N problem; question; issue L11 読

や

～や ～屋 Suf ...shop L5
やきゅう 野球 N baseball L10 話

やく 焼く u-V to bake; to broil; to grill; to toast (thing を) L11 リ話

やくそく 約束 N promise; appointment L18 話

やくそくをする 約束をする irr-V to make a promise (with); to make an appointment (with) (perso  L18 話

やくにたつ 役に立つ u-V to be useful (thing/person の) L14 話

やさい 野菜 N vegetable L3 話

やさしい A easy [problem], kind [person] L7 話

やさしい A gentle; tender L20 読

やすい 安い A cheap [price] L4 話

やすみ 休み N break; day off; holiday L9 読話

やすむ 休む u-V to be absent from (thing を); to rest L9 会話

やせる／やせている u-V to lose weight; be thin L6 (話)
やちん 家賃 N rent L10
やま 山 N mountain L5 話

やめる ru-V to stop (doing); quit (thing を) L13 話

やる u-V to do (thing を) [more casual than する] L11 読

ゆ

ゆうがた 夕方 N early evening L18 話

ゆうびん 郵便 N mail L15 読

ゆうびんきょく 郵便局 N post office L15 話

ゆうべ 夕べ N last night; evening L17 読2
ゆうめい(な) 有名(な) ANa famous L4 会話

ゆか N floor L14 話

ゆかた 浴衣 N yukata (an informal cotton kimono) L17 読1
ゆき 雪 N snow L9 読会話

ゆきがふる 雪が降る u-V It snows. L9 会話

ゆきがやむ 雪がやむ u-V It stops snowing. L9
ゆっくり Adv slowly (e.g. talk slowly); relaxing (e.g. have a relaxing time in a b L11 話



ゆでる ru-V to boil (in water to cook) (thing を) L11 話

ゆびわ 指輪 N ring L9 話

ゆめ 夢 N dream L7 話

よ

ようじ 用事 N errand; something (one) must do L18 話

ようふく 洋服 N clothes L17 話

よかったら Phr if you like; if possible L5 話

よく Adv often L2 会話

よく Adv well L10 会

よこ 横 N side (thing/person の) L5 R話

よごす 汚す u-V to make something dirty (thing を) L14 話

よごれる 汚れる ru-V something becomes dirty (thing が) L14 話

よしゅうする 予習する irr-V to prepare (for a class) L13
よてい 予定 N schedule; plan L8 話

よなか 夜中 N midnight; middle of the night L17 読2
よぶ 呼ぶ u-V to call (over) (person/taxi を) L11 話

よむ 読む u-V to read (thing を) L2 話

よやくする 予約する irr-V to reserve (thing/place を) L11 話

よる 夜 N evening; night L2 話

よる 寄る u-V to stop by (place に) L15 話

よるおそく 夜遅く Adv late at night L8 話

よろしい A all right; fine [polite] L19 話

よわい 弱い A weak L10 話

ら

らいがっき 来学期 N next semester L13 話

らいしゅう 来週 N next week L2 話

らいねん 来年 N next year L3
ライブ N live performance L16 話

らくご 落語 N traditional Japanese comic storytelling L18 会

らくごか 落語家 N rakugoka [comic storyteller] L19 会読

り

リビング N living room L5 会/R
りゆう 理由 N reason L16 読2
りゅうがくする 留学する irr-V to study abroad (place に) L8 会話

りゅうがくせい 留学生 N international student L1 話

りょう 寮 N dorm L2 話

りょうりする 料理する irr-V to cook L3 話

りょかん 旅館 N Japanese style inn L10 話

りょこうする 旅行する irr-V to travel L3 話

リラックスする irr-V to relax L14 話

りれきしょ 履歴書 N resume L12 話

りんご N apple L11 話

る

るす 留守 N absence from home L17 話

るすにする 留守にする irr-V to be away from home (house を) L17 話

るすばん 留守番 N housesitting; looking after the house [while other occupants are L14 会

れ

れい 例 N example L18
れいぞうこ 冷蔵庫 N refrigerator L11 話

れきし 歴史 N history L8
レストラン N restaurant L2 話

れつ 列 N line; row L19 話

レポート N report L10 話

れんしゅうする 練習する irr-V to practice (thing を) L6 話

れんらくする 連絡する irr-V to contact (person に) L8 話

ろ

ろうそく N candle L14 読

ろくがつ 六月 N June L3
ロボット N robot L10 話

ろんぶん 論文 N essay, thesis, dissertation L12 読

わ

わかい 若い A young L10 読

わがし 和菓子 N Japanese sweets/snacks/confectionery L11 話

わかる 分かる u-V to understand (thing が) L8 会話

わかれる 別れる ru-V to break up (personと); to get separated (person と) L9 話

わける 分ける ru-V to divide; to separate (thing を) L17 会



わすれもの 忘れ物 N things left behind, forgotten items L12 話

わすれる 忘れる ru-V to forget (thing を) L8 話

わたし 私 N I L1 話

わたしたち 私達 N we L13 読2
わらう 笑う u-V to laugh L9 話

わる 割る u-V to break; to crack (thing を) L18 会

わるい 悪い A bad L9 話

われる 割れる ru-V something cracks (thing が) L14 話

われる 割れる ru-V to break; to crack; to shatter (plate, window が） L20 話

Nはどうですか Phr How about ...? L3 話

XはYがすきです XはYが好きです Phr X likes Y. L1 会話
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