
 2023/2/20

『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜りかい＞

 ごいインデックス　Vocabulary Index （掲載順　Order of appearance） 

か ： ことばをはじめて見る か　　ことば ： 1・2・3 = どうしのグループ　　かんじ ： (  ) = この本では かな書き

えいご ： <  > = 使い方に関する補足情報　<polite> = ここでは、親族名称以外で、ほかの人のことを言うときに使う語　　ス ： スクリプトだけの ことば

か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

あに あ￢に elder brother/(my) elder brother

あね あね￣ elder sister/(my) elder sister

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す to walk

いい い￢い nice/good

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ No.

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す to go

いっしょに いっしょに￣ together

いま 今 い￢ま now

います（～が／は） 【いる2】 いま￢す to have (family)

いもうと いもうと￢ younger sister/(my) younger sister

いもうとさん いもうとさん￣ (someone else's) younger sister

うち （家） うち￣ house/one's own house (home)

えいご 英語 えいご￣ English language

ええ ――― yes

オーストラリア オーストラ￢リア Australia

オーストラリアじん オーストラリア人 オーストラリア￢じん Australian people

おかあさん お母さん おか￢あさん mother/(someone else's) mother

おくさん お￢くさん wife/(someone else's) wife

おじ おじ￣ uncle/(my) uncle

おじいさん おじ￢いさん grandfather/(someone else's) grandfather

おじいちゃん おじ￢いちゃん grandpa

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す to teach

おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと job <polite>

おっと おっと￣ husband/(my) husband

おとうさん お父さん おと￢うさん father/(someone else's) father

おとうと おとうと￢ younger brother/(my) younger brother

おとうとさん おとうとさん￣ (someone else's) younger brother

おとこ 男 おとこ￢ man/male

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ boy

おにいさん おに￢いさん elder brother/(someone else's) elder brother

おねえさん おね￢えさん elder sister/(someone else's) elder sister

おば おば￣ aunt/(my) aunt

おばあさん おば￢あさん grandmather/(someone else's) grandmother

おばあちゃん おば￢あちゃん grandma

おんな 女 おんな￢ woman/female

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ woman

かいご か￢いご nursing care

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ company/firm

かいしゃいん かいしゃ￢いん company employee

かぞく か￢ぞく family

がっこう 学校 がっこう￣ school

かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび Tuesday

きます 【くる3】 来ます きま￢す to come

きょうだい きょ￢うだい brothers and sisters

くにたち 国立 くにたち￣ Kunitachi

くるま 車 くるま￣ car

くん／～くん ―――

Mr.～ <used for one's male friends, male 
colleagues, or male, younger or the same age, 
also by superiors to inferiors. male persons to 
show friendliness/politeness.>

ご／～ご ～語 ～ご￣ ～ language

ごしゅじん ごしゅ￢じん (someone else's) husband

こども 子ども こども￣ child

Marugoto: Japanese Language and Culture
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か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

この この￣ this

これ これ￣ this

コンサルタント コンサ￢ルタント consultant

コンピューター コンピュ￢ーター computer

さい／～さい ～￢さい ～ years old

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satoo/Ms.Satoo

さん／～さん ――― Mr./Ms./Mrs./Miss

じ ～時 ～￢じ ～ o'clock

じかん 時間 じかん￣ time

しごと 仕事 しごと￣ job/work

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

bicycle

しながわ 品川 しながわ￣ Shinagawa

します 【する3】 しま￢す to do

じゃあ じゃ￢あ well/ｔhen/See you, then.

しゅふ しゅ￢ふ housewife/homemaker

じん／～じん ～人 ～￢じん people from ～ (nationality)

しんせき しんせき￣ relative

すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび Wednesday

すみます 【すむ1】 すみま￢す to live

そう そ￢う so

そふ そ￢ふ grandfather/(my) grandfather

そぼ そ￢ぼ grandmather/(my) grandmother

だいたい だいたい￣ roughly/generally ス

たくさん たくさん￣ many/much

たのしい 楽しい たのし￢い fun/enjoyable

だれ だ￢れ who

ちかい ちか￢い near

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ father/(my) father

つま つ￢ま wife/(my) wife

でも で￢も but

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ train

どう ど￢う how

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo

どうやって ど￢うやって how

どこ ど￢こ where

ところ ところ￢ place

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

how long

ともだち 友だち ともだち￣ friend

なに／なん 何 な￢に／な￢ん what

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japan

にほんご 日本語 にほんご￣ Japanese language

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん Japanese people

にん／～にん ～人 ――― <counter for people>

バス バ￢ス bus

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す to work

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す to talk/to speak

はは 母 は￢は mother/(my) mother

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ person/people

びょういん びょういん￣ hospital

ひろしま 広島 ひろしま￣ Hiroshima

ふたり ２人／二人 ふたり￢ two people

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん minute

べんきょう（します）(【する3】） 勉強（します） べんきょう￣ to study

べんり（な） べ￢んり convenient

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ every week

まいにち 毎日 ま￢いにち every day

まご まご￢ grandchild
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か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

むすこ むすこ￣ son/(my) son

むすこさん むすこさん￣ (someone else's) son

むすめ むすめ￢ daughter/(my) daughter

むすめさん むすめさん￣ (someone else's) daughter

メール メール￣ e-mail

もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび Thursday

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuuko/Ms.Yuuko

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida/Mr.Yoshida

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ next week

らいねん 来年 らいねん￣ next year

りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん Ryoo/Mr.Ryoo

りょうしん りょ￢うしん parents

わたし 私 わたし￣ I/me

わたしたち 私たち わたし￢たち we/us

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す to play

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す to collect

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ anime/animated cartoons

あまり (～ない) あまり￣ (not) very

アルバイト アルバ￢イト part-time job

いそがしい いそがし￢い busy

いちばん いちばん￣ the best/the most/number one

いろいろ（な） いろいろ￣ various

インターネット インターネ￢ット the Internet

うた うた￢ song

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す to sing

うれしい うれし￢い happy/glad/delighted

うんどう うんどう￣ exercise

え 絵 え￢ picture

えいが えいが￣、え￢いが movie/film

えんげき えんげき￣ drama

おかし（かし） おか￢し sweets/confectionery

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す to get up

おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ alcohol/sake

おどります 【おどる1】 おどりま￢す to dance

オペラ オ￢ペラ Opera

おんがく 音楽 お￢んがく music

がいこく 外国 がいこく￣ foreign country

がいこくご 外国語 がいこくご￣ foreign language

かいます 【かう1】 買います かいま￢す to buy

かいもの 買い物 かいもの￣ shopping

かえります 【かえる2】 かえりま￢す to go home

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す to write

かきます 【かく1】 かきま￢す to draw

がくせい 学生 がくせい￣ student

カレー カレー￣ curry

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す to listen

きって きって￣ stamp

ぎゅうどん ぎゅうどん￣ beef bowl

クッキー ク￢ッキー cookie ス

くに 国 くに￣、～くに￢ country

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

classical music

コイン コ￢イン coin

こうえん こうえん￣ park

サッカー サ￢ッカー soccer/football

ざんぎょう ざんぎょう￣ overtime/extra hours

さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ to take a walk/stroll

しあい しあい￣ game (sports)

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ Japanese pop music
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か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

しゃしん 写真 しゃしん￣ photograph

しゅみ しゅ￢み hobby/interest

しょうぎ しょうぎ￣ shoogi (Japanese chess)

すき（な） 好き すき￢ like/favorite

スペイン スペ￢イン Spain

スペインご スペイン語 スペインご￣ Spanish language

スポーツ スポ￢ーツ sports

そと 外 そ￢と out/outside/outdoors

その その￣ that

それから それから￣ and then

たいへん（な） たいへん￣ tough/terrible/hard

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka/Mr.Tanaka

たべます【たべる2】 食べます たべま￢す to eat

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく China

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ Chinese language

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん Chinese people

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す to make/to cook

できます 【できる2】 できま￢す can do/to be able to do

とき （時） とき￢ time

ときどき ときどき￢ sometimes

とくい（な） とく￢い to be good at

どくしょ 読書 ど￢くしょ reading

とくに と￢くに especially

ドライブ ドラ￢イブ going for a drive/driving

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す to take (a photo)

どんな ど￢んな What kind of ～

なか 中 な￢か in/inside

にんぎょう にんぎょう￣ doll

ねます 【ねる2】 ねま￢す to go to bed/to sleep

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Noda/Mr.Noda

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す to drink

はい は￢い yes

バッハ バ￢ッハ Bach, Johann Sebastian

はな 花 はな￢ flower(s)

びじゅつかん びじゅつ￢かん art museum

ひとり １人／一人 ひと￢り one person

ひま（な） ひま￣ free/not occupied

ホール ホ￢ール hall

ほか ほか￣ other

ホラー ホ￢ラー horror

ほん 本 ほ￢ん book

みます 【みる2】 見ます みま￢す to see/to look at

モネ モ￢ネ Claude Monet

やきそば やきそば￣ fried noodles

やきゅう やきゅう￣ baseball

ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします to relax (at home)

よく よ￢く often

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す to read

りょうり 料理 りょ￢うり dish/cooking

りょこう（します）(【する3】） 旅行 りょこう￣ to take a trip/trip

れい れ￢い example

わかい わか￢い young

あいます 【あう1】 会います あいま￢す to meet

あかい 赤い あかい￣、あか￢い red

あかり／あかりさん あかり￣／あかりさん￣ Akari/Ms.Akari

あき 秋 あ￢き autumn

あたたかい あたたか￢い warm

あつい あつ￢い hot
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か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

あの あの￣ that ～

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe/Ms.Abe

ありがとう あり￢がとう Thank you.

あります 【ある1】 ありま￢す
there is, are/to have/to be held (party, event, 
festival)

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ all year round

いつ い￢つ when

いつごろ いつごろ￣ about when

いつも い￢つも always

インドネシア インドネ￢シア Indonesia

うみ 海 う￢み sea/beach

おいしい おいしい￣、おいし￢い delicious/tasty

がつ／～がつ ～月 ――― month

かわ 川 かわ￢ river

きせつ き￢せつ season

きれい（な） き￢れい beautiful/pretty

くだもの くだ￢もの fruit

げんき（な） 元気 げ￢んき vigorous

けんめい 件名 けんめい￣ subject (of e-mail)

ことし 今年 ことし￣ this year

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ about

さかなつり 魚つり さかな￢つり fishing

さきます 【さく1】 さきま￢す to bloom

さくら さくら￣ cherry tree/cherry blossom

さむい さむ￢い cold

ジーンズ ジ￢ーンズ jeans

しずか（な） し￢ずか quiet

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

jacket

しょうがつ しょうがつ￢ New Year's Day

スキー スキ￢ー ski

すずしい すずし￢い cool (climate)

セーター セ￢ーター sweater

そして そして￣ and

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ okay/all right

たのしみ 楽しみ たのし￢み pleasure/looking forward to something

だんだん だんだん￣ gradually

つきみ （月見） つきみ￣ viewing the moon

ティーシャツ Ｔシャツ ティーシャツ￣ T-shirt

てんき 天気 て￢んき weather

どうして ど￢うして why

とても とても￢ very

どの ど￢の which (among more than three) ～

ながい なが￢い long

なかがわ／なかがわさん (中川／中川さん)
なか￢がわ／
なか￢がわさん

Nakagawa/Ms.Nakagawa

なつ 夏 なつ￢ summer

なつやすみ 夏休み なつや￢すみ summer holidays

なります（～に／～く）【なる1】 なりま￢す to be/to become

にがて（な） にがて￣ to be poor at

にぎやか（な） にぎ￢やか busy/lively

にゅうがくしき にゅうがく￢しき (school) entrance ceremony

ねこ ね￢こ cat

ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ～th grader (student)

パーティー パ￢ーティー party

はなび （花火） は￢なび fireworks

はなみ 花見 はなみ￢ cherry-blossom viewing

はる 春 は￢る spring

ひまわり ひま￢わり sunflower
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か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

ひる 昼 ひる￢ daytime/noon

ふく ふく￢ clothes

ぶどう ぶどう￣ grape

ふゆ 冬 ふゆ￢ winter

みかん み￢かん orange

メルボルン メルボ￢ルン Melbourne

もみじ も￢みじ maple leaves

やすみ 休み やすみ￢ holiday

やま 山 やま￢ mountain

やまだ／やまださん (山田／山田さん) やまだ￣／やまださん￣ Yamada/Ms.Yamada

ゆかた ゆかた￣ yukata

よっつ ４つ／四つ よっつ￢ four <for things>

よる 夜 よ￢る evening/night

らいげつ 来月 ら￢いげつ next month

ああ ――― ah

あおい 青い あお￢い blue

あさ 朝 あ￢さ morning

あした あした￢ tomorrow

あめ 雨 あ￢め rain

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ all day long

いぬ いぬ￢ dog

えはがき えは￢がき picture postcard

おおい 多い お￢おい lots of

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka

おがわ／おがわさん
（小川／小川さ
ん）

おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa/Mr.Ogawa

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ going out

おてら（てら） おてら￣ temple

おもしろい おもしろ￢い interesting

かぜ 風 かぜ￣ wind

かなざわ 金沢 か￢なざわ Kanazawa

きおん きおん￣ (air) temperature

きのう きの￢う、きのう￣ yesterday

きょう 今日 きょ￢う today

きょうと 京都 きょ￢うと Kyoto

きょねん 去年 きょ￢ねん last year

きんようび／きん 金よう日／金 きんよ￢うび Friday

くも 雲 く￢も cloud

くもり くもり￢ cloudy

くもります 【くもる1】 くもりま￢す to get cloudy

ごご 午後 ご￢ご p.m./afternoon

ごぜん 午前 ご￢ぜん a.m./morning

ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ in the morning/during the morning

こっち こっち￢ here/this side

こどもたち 子どもたち こども￢たち children

ごはん ご￢はん meal

こんしゅう 今週 こんしゅう￣ this week

こんにちは こんにちは￢ Hello.

さかい／さかいさん さ￢かい／さ￢かいさん Sakai/Ms.Sakai

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo

じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか the fourteenth day of the month

しんかんせん しんか￢んせん Shinkansen

すごい すご￢い terrible/great

ぜんぜん（～ない） ぜんぜん￣ (not) at all

せんだい 仙台 せ￢んだい Sendai

そっち そっち￢ that way/over there

そら 空 そ￢ら sky

たいふう たいふ￢う typhoon
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か ことば かんじ アクセント えいご スクリプト

たぶん た￢ぶん perhaps/maybe

ちょっと ちょ￢っと a little/a few/a moment

つき （月） つき￢ moon

つもります 【つもる1】 つもりま￢す to pile up/to be covered with

つよい つよ￢い strong

てがみ てがみ￣ letter

でます 【でる2】 出ます でま￢す to appear/to come out

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび／ど￢ Saturday

にち／～にち ～日 ――― day

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび Sunday

はくぶつかん はくぶつ￢かん museum

はれ 晴れ はれ￢ fine (weather)

はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す to be fine (weather)

ひづけ ひづけ￣ date

ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ about noon

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す to blow

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka

ふります 【ふる1】 ふりま￢す to fall/to rain/to snow

ほし ほし￣ star

まち 町 まち￢ town, city

メートル／～メートル ～メ￢ートル meter

もしもし も￢しもし Hello (on the telephone)

やみます 【やむ1】 やみま￢す to stop (raining/snowing)

ゆき 雪 ゆき￢ snow

ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま snowman

ゆっくり ゆっく￢り slowly/at a slow pace

よく よ￢く well

ロンドン ロ￢ンドン London

あかるい あかるい￣、あかる￢い bright

あたらしい 新しい あたらし￢い new

あたり あ￢たり around/in the neighborhood

あぶない あぶない￣、あぶな￢い dangerous

あめよこ （アメ横） あめよこ￣ Ameyoko

うえの 上野 うえの￣ Ueno

うえのえき 上野駅 うえの￢えき Ueno station ス

うえのこうえん 上野こうえん うえのこ￢うえん Ueno Park

え ――― oh…/What?

えき 駅 え￢き station

おおきい 大きい おおき￢い big

おだいば （お台場） おだいば￣ Odaiba ス

おとな （大人） おとな￣ adult

かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた Katsushika-Shibamata ス

カメラ カ￢メラ camera

かわいい かわい￢い cute

きた 北 きた￣ north

きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ Kichijooji

きもち （気持ち） きもち￣ feeling

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い pleasant/to feel good

くらい くらい￣、くら￢い dark

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ coffee shop

ここ ここ￣ here/this place

しょくじ 食事 しょくじ￣ meal

しります 【しる1】 しりま￢す to know

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku

すくない 少ない すくな￢い few/a little

ぜひ ぜ￢ひ by all means

たかい 高い たか￢い expensive

たかい 高い たか￢い high

5
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たべもの 食べ物 たべ￢もの food

ちいさい 小さい ちいさ￢い small

デパート デパ￢ート department store

テレビ テ￢レビ television

どうぶつえん どうぶつ￢えん zoo

とおい とおい￣、とお￢い far

とおり 通り とおり￢ street

とらさん とら￢さん Tora/Mr.Tora

にし 西 にし￣ west

にんき 人気 にんき￣ popularity

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku ス

ビル ビ￢ル building

ひろい 広い ひろ￢い wide/spacious/big

ファッション ファ￢ッション fashion

ふじさん (富士山） ふ￢じさん Mt. Fuji

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ two <for things>

ふべん（な） ふ￢べん inconvenient

ふるい 古い ふる￢い old

ホーム ホ￢ーム platform ス

ホテル ホ￢テル hotel

まあ ま￢あ oh! (used mainly by women) ス

まちあるき 町歩き まちあ￢るき walk around town/city walk

みせ 店 みせ￢ store

みんな みんな￢ everyone

やきとり やきとり￣ skewer-grilled chicken

やすい 安い やす￢い inexpensive/cheap

ゆうえんち ゆうえ￢んち amusement park

ゆうめい（な） ゆうめい￣ famous

レストラン レ￢ストラン restaurant

わかります 【わかる1】 わかりま￢す to understand

あそこ あそこ￣ over there

あれ あれ￣
that <far from both the speaker and the 
listener>

おります 【おりる2】 おりま￢す to get off

かど か￢ど corner

きたぐち 北口 きたぐち￣ north exit

ぎんこう ぎんこう￣ bank

くつ くつ￢ shoes

くろい 黒い くろ￢い black

こうさてん こうさてん￣ crossing/intersection

しろい 白い しろ￢い white

しんごう しんごう￣ traffic light

すぐ す￢ぐ soon/right away

すてき（な） すてき￣ lovely

すみません すみませ￢ん Excuse me./I'm sorry.

タクシー タ￢クシー taxi

たてもの たて￢もの building

タワー タ￢ワー tower

ちかく ち￢かく、ちか￢く nearby

どうも ど￢うも very much

としょかん としょ￢かん library

ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ Nanae/Ms.Nanae

なまえ なまえ￣ name

にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ Japanese

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す to get on/to ride

はし／～ばし はし￢ bridge

ひだり 左 ひだり￣ left

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ one <for things>
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ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ the first ～

ふたつめ
２つ(目)／二つ
(目)

ふたつめ￢ the second ～

まえ 前 ま￢え front

まがります 【まがる1】 まがりま￢す to turn (right/left)

まっすぐ（な） まっす￢ぐ straight

まるい まるい￣、まる￢い round

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す to be visible/can be seen

みぎ 右 みぎ￣ right

みち 道 みち￣ road

よかったら よ￢かったら If you'd like

りっぱ（な） りっぱ￣ splendid/magnificent/fine

わたります 【わたる1】 わたりま￢す to cross

あ ――― ah

あと 後 あ￢と later

あのう ――― ah…/Excuse me/well…

いいます 【いう1】 言います いいま￢す to say/to tell

いりぐち （入り口） いりぐち￣ entrance

ううん ――― well…/hmm…

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す be late/be delayed

おそい おそい￣、おそ￢い late

き （気） き￣ feeling/mood

きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す to take care

コンサート コ￢ンサート concert

じかん ～時間 ～じ￢かん ～ hour(s)

じこ じ￢こ accident

じゅうたい じゅうたい￣ traffic jam

スーツ ス￢ーツ suit ス

スカート スカ￢ート skirt ス

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki/Ms.Suzuki/Mr.Suzuki

ちこく ちこく￣ being late

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す to get tired

つきます 【つく1】 （着きます） つきま￢す to arrive

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す to go out

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す to stop

なにも（～ない） 何も なにも￣ nothing

ばしょ 場所 ばしょ￣ place/venue

はやい はや￢い early

はやく（はやい） は￢やく early

はん／～はん ～半 ～は￢ん halt past ～ (time)

ひ 日 ひ￢、ひ￣ day

ブログ ブログ￣ blog

ほんや 本や ほ￢んや book store

また また￢ again

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ appointment to meet

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す to make a mistake/to be confused

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す to wait

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す to get lost/to lose one's way

れんらく（します）(【する3】） れんらく￣ to contact

ロビー ロ￢ビー lobby

あさごはん 朝ごはん あさご￢はん breakfast

いざかや いざかや￣ Japanese style pub

イルカ いるか￣ dolphin

おすし（すし） おす￢し sushi

おすすめ おすすめ￣ recommendation

おねがいします お願いします おねがいしま￢す Please.

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ souvenir

カラオケ カラオケ￣ karaoke

8
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かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai/Ms.Kawai

かんこうちず かんこうち￢ず sightseeing map

かんこうバス かんこうバ￢ス tourist bus/sightseeing bus

こんばん こ￢んばん tonight

さかな 魚 さかな￣ fish

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ weekend

ショー ショ￢ー show

すいぞくかん すいぞく￢かん aquarium

すし す￢し、すし￢ sushi

ちず ち￢ず map

てんぷら てんぷら￣ tempura

どうぶつ どうぶつ￣ animal

どこか ど￢こか somewhere/anywhere ス

ばんごはん ばんご￢はん supper/dinner

ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん lunch

へえ ――― aah…/Wow.

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaidoo

まだ ま￢だ not yet

めずらしい めずらし￢い rare

もう も￢う already

もちろん もち￢ろん of course

もの 物 もの￢ thing(s)/goods

やけい やけい￣ night view (scene)

やさん／～やさん ――― ～ shop

やたい や￢たい street vendor's stall/food wagon

よてい よてい￣ schedule/plan

ラーメン ラ￢ーメン ramen noodles

ライトアップ ライトア￢ップ illuminations/lighting up

れきし れきし￣ history

いちど いちど￢ once

いままでに 今までに いまま￢でに so far/up until now

いみ い￢み meaning

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す to teach/to tell

おねがい（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ favour

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す to remember

かします 【かす1】 かしま￢す to lend

カタカナ カタカ￢ナ katakana (Japanese scripts)

かんじ 漢字 かんじ￣ kanji

かんたん（な） かんたん￣ easy

クラス ク￢ラス class

こうこう 高校 こうこう￣ high school

こたえ こた￢え answer

さつ／＝さつ ――― <counter for books/notebooks>

じしょ じ￢しょ dictionary

しつもん しつもん￣ question

しゅくだい しゅくだい￣ homework

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう elementary school

すこし 少し すこ￢し a little/a few

スピーチ スピ￢ーチ speech

せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ to explain

せんせい 先生 せんせ￢い teacher

だいがく 大学 だいがく￣ university/college

だいがくいん だいがく￢いん graduate school

たんご たんご￣ word

チェック（します）(【する3】） チェ￢ック to check

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す wrong

ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ tea ceremony cup/rice bowl

ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう junior high school
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つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す to use

テスト テ￢スト test/examination

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す to help

ドイツ ド￢イツ Germany

ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ German language

にます 【にる2】 にま￢す to resemble/to look alike

はつおん はつおん￣ pronunciation

ひらがな ひらが￢な hiragana (Japanese scripts)

フランス フランス￣ France

フランスご フランス語 フランスご￣ French language

ぶんか 文化 ぶ￢んか culture

ぶんぽう ぶんぽう￣ grammar

ほんとうに ほんとうに￣ really ス

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difficult

もう もう￣ more

もじ も￢じ letter/character

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi/Mr.Yagi

よろしく よろしく￣ please … properly.

れんしゅう（します）(【する3】） れんしゅう￣ to practice/exercise

アメリカ アメリカ￣ U.S.A./America

イギリス イギリス￣ U.K.

いけばな いけ￢ばな flower arrangement

イタリア イタリア￣ Italy

いつか い￢つか someday

イベント イベント￣ event

インド イ￢ンド India

おばけやしき おばけや￢しき haunted house

かい／～かい ～回 ――― ～ times (frequency)

ガイド ガ￢イド guide

かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ ～ month(s) (period)

かつどう かつどう￣ activity

かわりに かわりに￣ for you/instead of you

かんこうきゃく かんこ￢うきゃく tourist

かんこく （韓国） か￢んこく South Korea

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す to do one's best

きょうし きょ￢うし teacher

きょうみ きょ￢うみ interest

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す to be interested in ～.

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno/Mr.Kuno

コスプレ コスプレ￣ cosplay (costume play/dressing up)

サイト サイト￣ website

ジャパン・エキスポ ジャパン・エ￢キスポ Japan Expo ス

しゅう 週 しゅ￢う week

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ～ week(s)

しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ to make a business trip

しょうせつ しょうせつ￣ novel

しょうらい しょ￢うらい future

センター セ￢ンター centre

ダンス ダ￢ンス dance

つうやく つ￢うやく interpreter

つき 月 つき￢ month

ドラマ ド￢ラマ drama

どれ ど￢れ which one (of three or more)

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す to learn

にほんぶんか 日本文化 にほんぶ￢んか Japanese culture

ねん 年 ね￢ん year

ねん／～ねん ～年 ――― ～ year

フィリピン フィ￢リピン Philippines
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ブラジル ブラジル￣ Brazil

ブラジルじん ブラジル人 ブラジル￢じん Brazilian people

フラメンコ フラメ￢ンコ Flamenco

ベトナム ベトナム￣ Vietnam

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal

ポルトガルご ポルトガル語 ポルトガルご￣ Portuguese language

ほんやく（します）(【する3】） ほんやく￣ to translate

まいとし／まいねん 毎年 まいとし￣／まいねん￣ every year

マレーシア マレ￢ーシア Malaysia

マンガ マンガ￣ manga/comic books/comic strips

まんざい まんざ￢い Japanese stand-up comedy

りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣ to study abroad

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい international student

ロシア ロ￢シア Russia

ロシアご ロシア語 ロシアご￣ Russian language

ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん Russian people

あか 赤 あ￢か red

あげます 【あげる2】 あげま￢す to give

いくつ い￢くつ how many ～ <for things>

いちご いちご￣ strawberry

えん／～えん ～円 ――― yen

おかね（かね） お金(金） おかね￣ money

おさら（さら） おさら￣ plate

おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ tea/Japanese tea

おなか おなか￣ belly/stomach

おにぎり おに￢ぎり onigiri (rice ball)

おはし（はし） おは￢し chopsticks

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ lunch box/bento

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kiyama/Mr.Kiyama

ください くださ￢い Give (it to me).

ケーキ ケ￢ーキ cake

こ／～こ ～￢こ <counter for spherical or cube-shaped things>

コップ コップ￣ glass/cup

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo/Mr.Saitoo

さら さら￣ dish/plate

サラダ サ￢ラダ salad

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandwich

した 下 した￣、した￢ under/below

じぶん 自分 じぶん￣ oneself

ジュース ジュ￢ース juice

しろ 白 し￢ろ white

スープ ス￢ープ soup

すきます（おなかが） 【すく1】 すきま￢す to get hungry

スプーン スプ￢ーン spoon

そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ to consult/to discuss

チョコレート チョコレ￢ート chocolate

テーブル テーブル￣ table

どうぞ ど￢うぞ Please./Here you are.

どちら ど￢ちら which (out of two)

どっち ど￢っち which (out of two, and casual style of speech)

ナイフ ナ￢イフ knife

にほんしゅ （日本酒） にほんしゅ￣ Japanese sake

のみもの 飲み物 のみ￢もの drink

バーベキュー バーベ￢キュー barbecue

はし は￢し chopsticks

バナナ バ￢ナナ banana

パン パ￢ン bread

ビール ビ￢ール beer
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ひがし 東 ひがし￣ east

ピクニック ピ￢クニック picnic

フォーク フォ￢ーク fork

へんじ へんじ￢ reply

ポテトチップス ポテトチ￢ップス potato chips

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ three <for things>

みなさん みな￢さん everyone

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す to have/to carry

もっていきます 【もっていく1】 持っていきます もっていきま￢す to take/to carry

もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す to bring

ようび よう日 ようび￣ a day of the week

りんご りんご￣ apple

ワイン ワ￢イン wine

あいます 【あう1】 あいま￢す to match/to go well with ～

あじ 味 あじ￣ taste/flavor

あまい あまい￣、あま￢い sweet

イクラ いくら￣ salmon roe

いただきます いただきま￢す
to take/to have (polite equivalent of 
moraimasu)/the expression said before starting 
to eat

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ full

いろ 色 いろ￢ colour

うめぼし うめぼし￣ pickled plum

えび えび￣ shrimp

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ man/male

オレンジ オレ￢ンジ orange

からい から￢い hot/spicy

キムチ キ￢ムチ kimuchi (Korean pickles)

キャビア キャ￢ビア caviar

きゅうり きゅ￢うり cucumber

きらい（な） きらい￣ don't like/dislike

クイズ ク￢イズ quiz

ざんねん（な） ざんね￢ん disappointing/unfortunate

しょっぱい しょっぱ￢い salty

しんせん（な） しんせん￣ fresh

すっぱい すっぱ￢い sour

せかい せ￢かい world

それ それ￣ that

たまご 卵 たま￢ご egg

チーズ チ￢ーズ cheese

チリ チ￢リ chili

つけもの つけもの￣ pickles

ツナ ツ￢ナ tuna

つめたい つめたい￣、つめた￢い cold

トマト ト￢マト tomato

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す to be in/to contain

ヒント ヒ￢ント hint

ふうん ――― hmm/well

まずい まず￢い to taste bad

やさい 野菜 やさい￣ vegetable

よこ よこ￣ beside/next (to)

レタス レ￢タス lettuce

レモン レ￢モン lemon

わあ ――― Wao

あいさつ あ￢いさつ greetings

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ Arabic language ス

いきさき 行先 いきさき￣ destination

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa/Mr.Ishikawa
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いや ――― why…/oh…/no…/well… ス

うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん Ueno/Mr.Ueno

エアコン エアコン￣ air conditioner

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す to send/to send off

オフィス オ￢フィス office

おゆ（ゆ） おゆ￣ hot water

かいぎ 会議 か￢いぎ meeting

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん foreigner ス

カナダ カ￢ナダ Canada ス

きてん 起点 きてん￣ starting point/origin

くうこう 空港 くうこう￣ airport

けいゆち 経由地 けいゆ￢ち transit point

げつ（げつようび） 月 げ￢つ Monday

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう <a counter for numbering>

こうじょう 工場 こうじょ￢う factory

こわい こわ￢い scary/frightening

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す to get broken

さま／～さま ～様 ――― Mr./Ms./Mrs./Miss <polite equivalent of ～さん>

ししゃ 支社 し￢しゃ branch office

シドニー シ￢ドニー Sydney

シャワー シャ￢ワー shower

しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ departure

しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ departing flight

じょうだん じょうだ￢ん joke

しんいち／しんいちさん 新一／新一さん
しんいち￣／
しんいちさん￣

Shin'ichi/Mr.Shin'ichi

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す to go too far/too much

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

schedule

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ last week

たんとう（します）(【する3】） たんとう￣ to take a charge of

ちゅう （～中） ～ちゅう￣ during ～/while ～ ス

ていこく 定刻 ていこく￣ appointed time

でんき 電気 で￢んき light/electricity

でんわ（します）(【する3】） 電話 でんわ￣ to telephone/call

とうちゃく 到着 とうちゃく￣ arrival

とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ arrival traffic/arriving flights

ドライバー ドライバー￣ driver

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura/Ms.Nakamura

にもつ に￢もつ luggage/baggage

ぬるい ぬる￢い lukewarm

ねだん ねだん￣ price

ねむい ねむい￣、ねむ￢い sleepy

はあ ――― well…/umm…/yeah ス

ばんごう 番号 ばんご￢う number

ひこうき ひこ￢うき plane

ひさしぶり ひさしぶり￣ Long time no see

びんめい 便名 びんめい￣ flight number

フライト フライト￣ flight

へや へや￢ room

ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ head office

マドリード マドリ￢ード Madrid

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す
to meet a person at the airport, station etc./to 
pick up someone

モーターズ モ￢ーターズ Motors (a fictitious company)

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す to receive

ようこそ よ￢うこそ Welcome.

あけます 【あける2】 あけま￢す to open

うけつけ うけつけ￣ front desk/reception

14
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かります 【かりる2】 借ります かりま￢す to borrow

キャビネット キャ￢ビネット cabinet

けします 【けす1】 けしま￢す to turn off

ゲスト ゲ￢スト guest

コース コ￢ース course

こちら こちら￣ this person <polite>

こちらこそ こちらこ￢そ Same to you.

コピー（します）(【する3】） コ￢ピー to copy

コピーき コピ￢ーき copy machine

じむ じ￢む office work

しめます 【しめる2】 しめま￢す to close

しゃちょう しゃちょう￣ president of a company

しょうかい（します）(【する3】） しょうかい￣ to introduce someone

じょうず（な） （上手） じょうず￢ be good at

スタッフ スタ￢ッフ staff

ずっと ずっと￣ all the time

すわります 【すわる1】 すわりま￢す to sit down/to have a seat

そんな そんな￣ such/like that

つけます 【つける2】 つけま￢す to turn on

ドア ド￢ア door

はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す to start/to begin

パソコン パソコン￣ （personal） computer

パンフレット パ￢ンフレット brochure/pamphlet

ひしょ ひ￢しょ secretary

ファイル ファ￢イル file

ファックス ファ￢ックス fax

ペン ペ￢ン pen

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ so so ス

まだまだ ま￢だまだ still (not enough yet)

まど ま￢ど window

メッセージ メ￢ッセージ message

メモ メ￢モ memo

あげます 【あげる2】 あげま￢す to raise

あし 足 あし￢ foot/feet

あたま 頭 あたま￢ head

アドバイザー アドバ￢イザー advisor

アドバイス ア￢ドバイス advice

いたい いた￢い painful/sore

いやあ ――― well../not really/nah ス

うえ 上 うえ￣、うえ￢ up/above

うで うで￢ arm

エレベーター エレベ￢ーター elevator

おします 【おす1】 おしま￢す to press

おなじ おなじ￣ same

おふろ（ふろ） おふ￢ろ bathroom/bath

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す to swim

かい／～かい ～かい￣ ～th floor/story

かいだん かいだん￣ staircase

かお かお￣ face

かた か￢た shoulder

からだ 体 からだ￣ body

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） suddenly/quickly

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ milk ス

くすり くすり￣ medicine

くち 口 くち￣ mouth

くび くび￣ neck

けんこう けんこう￣ health

けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち Good health first and foremost.
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こう こ￢う like this/this way

こし こし￣ lower back/waist/hips

さいきん さいきん￣ recently

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Sakamoto/Ms.Sakamoto

しっかり しっか￢り properly ス

ジム ジ￢ム gym

ストレス スト￢レス stress

せいかつ せいかつ￣ life

せなか せなか￣ back

たいそう（します）(【する3】） たいそう￣ to do physical exercises

たちます 【たつ1】 たちま￢す to stand

だめ（な） だめ￢ no good ス

つかれ つかれ￢ tiredness/exhaustion ス

ツボ ツボ￣ acupressure point

て 手 て￢ hand

できるだけ できるだけ￣ as much as possible

トレーニング トレ￢ーニング training

とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す to heal fatigue/to feel refreshed ス

なにか 何か な￢にか something

にく 肉 にく￢ meat

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

can sleep/cannot sleep

は は￢ a tooth/teeth

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す to run

はな はな￢ nose

ブルーベリー ブルーベ￢リー blueberry

マッサージ（します）(【する3】） マッサ￢ージ to massage

まわします 【まわす1】 まわしま￢す to rotate (something)

みみ 耳 みみ￢ ear

むね むね￢ chest

むり（します）(【する3】） む￢り to do too much/to strain oneself

め 目 め￢ eye

やすだ／やすださん (安田／安田さん)
やすだ￣／
やすださん￣

Yasuda/Ms.Yasuda

やります 【やる1】 やりま￢す to do

リラックス（します）(【する3】） リラ￢ックス to relax ス

わるい わる￢い bad/not good

あなた あな￢た you

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ one (whole) day

いんしょく 飲食 いんしょく￣ eating and drinking

エアロビクス エアロビ￢クス aerobics

ええと／ええっと ――― well…/umm…

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す to ask

キャッチボール（します） キャッチボ￢ール to play catch

キロ（メートル）／～キロ（メートル） ～￢キロ kilometer/kilogram

グラフ グラフ￣、グ￢ラフ graph

けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ mobile phone/cellular phone

ジョギング ジョギング￣ jogging

すいます 【すう1】 すいま￢す to smoke

ストレッチ ストレ￢ッチ stretch

スポーツクラブ スポーツク￢ラブ sports gym

たばこ たばこ￣ tobacco

とおく とおく￢ far

トレーナー トレーナー￣ trainer

はじめて はじ￢めて for the first time

バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン to play badminton

プール プ￢ール pool

ほん／～ほん／ぼん／ぽん （～本） ――― <counter for thin and long things>
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まい 毎～ ――― every/each

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ every morning

まいばん ま￢いばん every night

マシン マシ￢ン machine

ヨガ ヨ￢ガ yoga

ラウンジ ラウンジ￣ lounge

あお 青 あ￢お blue

あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん baby

おいわい（いわい） お祝い(祝い) おいわい￣ celebration/gift

おこさん お子さん おこさん￣ (someone else's) child

おもいで （思い出） おもいで￣ memory

おもちゃ おも￢ちゃ toy

かざります 【かざる1】 かざりま￢す to decorate/to display

カップ カ￢ップ cup

かばん かばん￣ bag

かるい かるい￣、かる￢い light

きます 【きる2】 着ます きま￢す to put on/to wear

きもの （着物） きもの￣ kimono

キャンプ キャ￢ンプ camp

クリスマス クリス￢マス Chirstmas

ゲーム ゲ￢ーム game/gaming

けっこん（します）(【する3】） 結婚 けっこん￣ to get married

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ coffee cup

ことば ことば￢ language/word

しゃしんたて 写真たて しゃしん￢たて photo frame

シャツ シャ￢ツ shirt

しゅうかん しゅうかん￣ custom

しゅうしょく しゅうしょく￣ getting a job

しゅっさん しゅっさん￣ childbirth

だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき like very much

たとえば たと￢えば for example

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび birthday

とけい 時計 とけい￣ clock/watch

ネクタイ ネ￢クタイ necktie

ネックレス ネ￢ックレス necklace

バッグ バ￢ッグ bag

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー St. Valentine's day

プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント to give a present

ペア ペ￢ア pair

ほしい ほし￢い to want

めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ name card case

いえ 家 いえ￢ house

うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す be born

おしゃれ（な） おしゃ￢れ fashionable/stylish ス

おめでとう おめでとう￣ Congratulations

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す to think

カード カ￢ード card

かっこいい かっこい￢い cool/good-looking ス

かれ か￢れ he

きっと きっと￣ surely

きに いります （気に　いります） きに いりま￢す to like ～

きります 【きる1】 きりま￢す to cut ス

ごけっこん（けっこん） ご結婚(結婚) ごけっこん￣ marriage <polite>

ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ childbirth <polite>

こん 今～ ――― this～

こんげつ 今月 こんげつ￣ this month

しあわせ（な） しあわせ￣ happy

します（～に） 【する3】 しま￢す to have ～/to decide to

18
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せん 先～ ――― previous

せんげつ 先月 せ￢んげつ last month

たいせつ（な） たいせつ￣ important

たいせつに します たいせつに　しま￢す to take care/to treasure

では で￢は well/then

ひっこし（します）(【する3】） ひっこし￣ to move (house)

ほら ほ￢ら look/see ス

ほんとう ほんとう￣ really ス

まいつき 毎月 まいつき￣ every month

みっか ３日／三日 みっか￣ three days/the third day

メキシコ メキシコ￣ Mexico

ゆびわ ゆびわ￣ ring

よやく よやく￣ reservation/booking

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す to be pleased

らい 来～ ――― next ～
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