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『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　單字索引 （五十音順　五十音順序）

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

ことば かんじ アクセント はんたいじ か

あ ――― 啊 7

ああ ――― 啊 4

あいさつ あ￢いさつ 招呼／問候 13

あいます 【あう1】 会います あいま￢す 見／見面 3

あいます 【あう1】 あいま￢す 適合／相配 12

あお 青 あ￢お 藍色 17

あおい 青い あお￢い 藍的 4

あか 赤 あ￢か 紅色 11

あかい 赤い あかい￣、あか￢い 紅的 3

あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん 嬰兒／小寶寶 17

あかり／あかりさん
あかり￣／
あかりさん￣

燈／燈小姐 3

あかるい あかるい￣、あかる￢い 明亮的 5

あき 秋 あ￢き 秋天 3

あけます 【あける2】 あけま￢す 開／打開 14

あげます 【あげる2】 あげま￢す 給／送 11

あげます 【あげる2】 あげま￢す 舉起／抬起／提高／抬高 15

あさ 朝 あ￢さ 早上／早晨 4

あさごはん 朝ごはん あさご￢はん 早餐 8

あし 足 あし￢ 腳 15

あじ 味 あじ￣ 味道 12

あした あした￢ 明天 4

あそこ あそこ￣ 那邊（遠離彼此的地方） 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す 玩 2

あたたかい あたたか￢い 溫暖的／熱的 3

あたま 頭 あたま￢ 頭 15

あたらしい 新しい あたらし￢い 新的 5

あたり あ￢たり 附近／周圍／一帶 5

あつい あつ￢い 熱的 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す 收集 2

あと 後 あ￢と 之後／稍後 7

アドバイザー アドバ￢イザー 顧問 15

アドバイス ア￢ドバイス 建議／勸告 15

あなた あな￢た 你 16

あに あ￢に （自己的）哥哥 1

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ 動畫 2

あね あね￣ （自己的）姊姊 1

あの あの￣ 那個〜（遠離彼此的事物） 3

あのう ――― 請問／那個…… 7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い 危險的 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ 阿部／阿部小姐 3

あまい あまい￣、あま￢い 甜的 12

あまり あまり￣ 不太／不怎麼 2

あめ 雨 あ￢め 雨 4

あめよこ （アメ横） あめよこ￣ 阿美橫丁 5

アメリカ アメリカ￣ 美國 10

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ 阿拉伯語 13ス

ありがとう あり￢がとう 謝謝 3

あります 【ある1】 ありま￢す 有 3

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す 走／步行 1

アルバイト アルバ￢イト 打工 2

あれ あれ￣ 那個（遠離彼此的事物） 6

いい い￢い 好的／不錯的 1

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ 不 1

Marugoto：日本的語言和文化
初級1（A2）理解篇
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

いいます 【いう1】 言います いいま￢す 說／告訴 7

いえ 家 いえ￢ 家／房子 18

いきさき 行先 いきさき￣ 目的地 13

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す 去／前往 1

イギリス イギリス￣ 英國 10

いくつ い￢くつ 幾個／多少 11

イクラ いくら￣ 鮭魚子／鮭魚卵 12

いけばな いけ￢ばな 插花 10

いざかや いざかや￣ 居酒屋 8

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

石川／石川先生 13

いそがしい いそがし￢い 忙碌的 2

いたい いた￢い 痛的 15

いただきます いただきま￢す 我收下了／我要開動了 12

イタリア イタリア￣ 義大利 10

いちご いちご￣ 草莓 11

いちど いちど￢ 一次／一遍 9

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ 一（整）天 16

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ 一整天 4

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ 一整年 3

いちばん いちばん￣ 第一名／最好的 2

いつ い￢つ 什麼時候／何時 3

いつか い￢つか 某一天／有朝一日 10

いつごろ いつごろ￣ 什麼時候 3

いっしょに いっしょに￣ 一起 1

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ 吃飽喝足了 12

いつも い￢つも 總是／經常 3

いぬ いぬ￢ 狗 4

イベント イベント￣ 活動 10

いま 今 い￢ま 現在 1

います（～が／は） 【いる2】 いま￢す 有（家人） 1

いままでに 今までに いまま￢でに 到目前為止／至今 9

いみ い￢み 意思／意義 9

いもうと いもうと￢ （自己的）妹妹 1

いもうとさん いもうとさん￣ （他人的）妹妹 1

いや ――― 不……／不是…… 13ス

いやあ ――― 哦……／哎呀……並不是…… 15ス

いりぐち （入り口） いりぐち￣ 入口 7

イルカ いるか￣ 海豚 8

いろ 色 いろ￢ 顏色 12

いろいろ（な） いろいろ￣ 各式各樣的 2

いんしょく 飲食 いんしょく￣ 飲食 16

インターネット インターネ￢ット 網際網路 2

インド イ￢ンド 印度 10

インドネシア インドネ￢シア 印度尼西亞 3

ううん ――― 嗯…… 7

うえ 上 うえ￣、うえ￢ 上／上面 15

うえの 上野 うえの￣ 上野 5

うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん 上野／上野先生（小姐） 13

うえのえき 上野駅 うえの￢えき 上野站、上野車站 5ス

うえのこうえん 上野こうえん うえのこ￢うえん 上野公園 5

うけつけ うけつけ￣ 櫃台／服務台 14

うた うた￢ 歌曲 2

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す 唱 2

うち （家） うち￣ 家／房子 1

うで うで￢ 手臂 15

うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す 出生／生下 18

うみ 海 う￢み 大海／海洋 3

い

う
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

うめぼし うめぼし￣ 酸梅 12

うれしい うれし￢い 開心的／高興的／喜悅的 2

うんどう うんどう￣ 運動 2

え ――― 咦？／什麼？ 5

え 絵 え￢ 畫 2

エアコン エアコン￣ 冷氣機 13

エアロビクス エアロビ￢クス 有氧運動 16

えいが えいが￣、え￢いが 電影 2

えいご 英語 えいご￣ 英語 1

ええ ――― 是 1

ええと／ええっと ――― 呃……／嗯…… 16

えき 駅 え￢き 車站 5

えはがき えは￢がき 明信片 4

えび えび￣ 蝦子 12

エレベーター エレベ￢ーター 電梯 15

えん／～えん ～円 ――― 日圓 11

えんげき えんげき￣ 舞台劇 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い 好吃的／美味的 3

おいわい（いわい） お祝い(祝い) おいわい￣ 慶祝／祝賀／禮物 17

おおい 多い お￢おい 多的 4

おおきい 大きい おおき￢い 大的 5

おおさか 大阪 おおさか￣ 大阪 4

オーストラリア オーストラ￢リア 澳洲 1

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 澳洲人 1

おかあさん お母さん おか￢あさん （他人的）媽媽 1

おかし（かし） おか￢し 甜點／點心 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ 錢 11

おがわ／おがわさん
（小川／小川さ
ん）

おがわ￣／
おがわさん￣

小川／小川先生 4

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す 起床 2

おくさん お￢くさん （他人的）妻子 1

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す 接送 13

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す 晚到／遲到 7

おこさん お子さん おこさん￣ （他人的）孩子 17

おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ 酒 2

おさら（さら） おさら￣ 盤子 11

おじ おじ￣ （自己的）伯父／叔叔／舅舅 1

おじいさん おじ￢いさん （他人的）爺爺 1

おじいちゃん おじ￢いちゃん 爺爺 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す 教／教導 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す 教／告訴 9

おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと 工作 1

おします 【おす1】 おしま￢す 壓／按 15

おしゃれ（な） おしゃ￢れ 時髦的 18ス

おすし（すし） おす￢し 壽司 8

おすすめ おすすめ￣ 推薦 8

おそい おそい￣、おそ￢い 慢的／晚的 7

おだいば （お台場） おだいば￣ 台場 5ス

おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ 茶／日本茶 11

おっと おっと￣ （自己的）丈夫 1

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ 出去／外出 4

おてら（てら） おてら￣ 寺院 4

おとうさん お父さん おと￢うさん （他人的）爸爸 1

おとうと おとうと￢ （自己的）弟弟 1

おとうとさん おとうとさん￣ （他人的）弟弟 1

おとこ 男 おとこ￢ 男人／男性 1

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ 男孩子 1

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ 男人／男性 12

おとな （大人） おとな￣ 大人 5

う

え
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

おどります 【おどる1】 おどりま￢す 跳舞 2

おなか おなか￣ 肚子 11

おなじ おなじ￣ 一樣的 15

おにいさん おに￢いさん （他人的）哥哥 1

おにぎり おに￢ぎり 飯糰 11

おねえさん おね￢えさん （他人的）姊姊 1

おねがい（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ 請求／要求 9

おねがいします お願いします おねがいしま￢す 拜託您了／麻煩您了 8

おば おば￣ （自己的）姑姑／阿姨 1

おばあさん おば￢あさん （他人的）奶奶 1

おばあちゃん おば￢あちゃん 奶奶 1

おばけやしき おばけや￢しき 鬼屋 10

おはし（はし） おは￢し 筷子 11

オフィス オ￢フィス 辦公室 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ 浴室／浴缸 15

オペラ オ￢ペラ 歌劇 2

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ 便當 11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す 記住／記憶 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ 紀念品／伴手禮 8

おめでとう おめでとう￣ 恭喜！ 18

おもいで （思い出） おもいで￣ 回憶 17

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す 想／認為 18

おもしろい おもしろ￢い 有趣的 4

おもちゃ おも￢ちゃ 玩具 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ 熱水 13

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す 游泳 15

おります 【おりる2】 おりま￢す 下（車、飛機等） 6

オレンジ オレ￢ンジ 橘色 12

おんがく 音楽 お￢んがく 音樂 2

おんな 女 おんな￢ 女人／女性 1

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ 女人／女性 1

カード カ￢ード 卡片 18

かい／～かい ～回 ――― 〜次（頻率） 10

かい／～かい ～かい￣ 〜樓（樓層） 15

かいぎ 会議 か￢いぎ 會議 13

かいご か￢いご 照護／護理 1

がいこく 外国 がいこく￣ 外國 2

がいこくご 外国語 がいこくご￣ 外語 2

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん 外國人 13ス

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ 公司 1

かいしゃいん かいしゃ￢いん 員工 1

かいだん かいだん￣ 樓梯 15

ガイド ガ￢イド 導遊 10

かいます 【かう1】 買います かいま￢す 買 2

かいもの 買い物 かいもの￣ 購物 2

かえります 【かえる2】 かえりま￢す 回家 2

かお かお￣ 臉 15

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す 寫 2

かきます 【かく1】 かきま￢す 畫 2

がくせい 学生 がくせい￣ 學生 2

かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ 〜個月（期間） 10

かざります 【かざる1】 かざりま￢す 裝飾／陳列 17

かします 【かす1】 かしま￢す 借／出租 9

かぜ 風 かぜ￣ 風 4

かぞく か￢ぞく 家人 1

かた か￢た 肩膀 15

カタカナ カタカ￢ナ 片假名 9

がつ／～がつ ～月 ――― 〜月 3

かっこいい かっこい￢い 帥的／酷的 18ス

お

か
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

がっこう 学校 がっこう￣ 學校 1

かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた 葛飾柴又 5ス

かつどう かつどう￣ 活動 10

カップ カ￢ップ 杯子 17

かど か￢ど 角落／轉角 6

かなざわ 金沢 か￢なざわ 金澤 4

カナダ カ￢ナダ 加拿大 13ス

かばん かばん￣ 包包 17

カメラ カ￢メラ 相機 5

かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび 星期二 1

からい から￢い 辣的 12

カラオケ カラオケ￣ 卡拉OK 8

からだ 体 からだ￣ 身體 15

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す 借／借用 14

かるい かるい￣、かる￢い 輕的 17

かれ か￢れ 他 18

カレー カレー￣ 咖哩 2

かわ 川 かわ￢ 河川 3

かわい／かわいさん かわい￣／かわいさん￣ 河合／河合小姐 8

かわいい かわい￢い 可愛的 5

かわりに かわりに￣ 代替／代理 10

かんこうきゃく かんこ￢うきゃく 觀光客 10

かんこうちず かんこうち￢ず 觀光地圖 8

かんこうバス かんこうバ￢ス 觀光巴士 8

かんこく （韓国） か￢んこく 韓國 10

かんじ 漢字 かんじ￣ 漢字 9

かんたん（な） かんたん￣ 容易的／簡單的 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す 我會加油的／我會努力的 10

き （気） き￣ 情緒／感覺／心理 7

きに いります （気に　いります） きに いりま￢す 中意／喜歡 18

きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す 注意／小心 7

きおん きおん￣ 氣溫 4

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す 聽 2

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す 問／打聽 16

きせつ き￢せつ 季節 3

きた 北 きた￣ 北／北方 5

きたぐち 北口 きたぐち￣ 北出口 6

きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ 吉祥寺 5

きって きって￣ 郵票 2

きっと きっと￣ 一定／肯定 18

きてん 起点 きてん￣ 起點 13

きのう きの￢う、きのう￣ 昨天 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す 來 1

きます 【きる2】 着ます きま￢す 穿／穿上 17

キムチ キ￢ムチ 韓式泡菜 12

きもち （気持ち） きもち￣ 心情／感覺 5

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い 心情好／感覺舒服 5

きもの （着物） きもの￣ 和服 17

キャッチボール（します） キャッチボ￢ール 傳接球 16

キャビア キャ￢ビア 魚子醬 12

キャビネット キャ￢ビネット 文件櫃 14

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん 木山／木山先生 11

キャンプ キャ￢ンプ 露營 17

ぎゅうどん ぎゅうどん￣ 牛肉蓋飯 2

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） 突然／忽然 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ 牛奶 15ス

きゅうり きゅ￢うり 小黃瓜 12

きょう 今日 きょ￢う 今天 4

か

き
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

きょうし きょ￢うし 老師／教師 10

きょうだい きょ￢うだい 兄弟姊妹 1

きょうと 京都 きょ￢うと 京都 4

きょうみ きょ￢うみ 興趣 10

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す 感興趣 10

きょねん 去年 きょ￢ねん 去年 4

きらい（な） きらい￣ 不喜歡的／討厭的 12

きります 【きる1】 きりま￢す 剪／切／裁 18ス

きれい（な） き￢れい 漂亮的／美麗的 3

キロ（メートル）／～キロ（メートル） ～￢キロ 〜公里／〜公斤 16

ぎんこう ぎんこう￣ 銀行 6

きんようび／きん 金よう日／金 きんよ￢うび 星期五 4

クイズ ク￢イズ 謎題／猜謎 12

くうこう 空港 くうこう￣ 機場 13

くすり くすり￣ 藥 15

ください くださ￢い 請給我〜 11

くだもの くだ￢もの 水果 3

くち 口 くち￣ 嘴巴 15

くつ くつ￢ 鞋子 6

クッキー ク￢ッキー 餅乾 2ス

くに 国 くに￣、～くに￢ 國家 2

くにたち 国立 くにたち￣ 國立 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ 久野／久野先生 10

くび くび￣ 脖子 15

くも 雲 く￢も 雲 4

くもり くもり￢ 陰天／多雲 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す （天氣）變陰 4

くらい くらい￣、くら￢い 昏暗的／陰沉的 5

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

古典音樂 2

クラス ク￢ラス 班級 9

グラフ グラフ￣、グ￢ラフ 圖表 16

クリスマス クリス￢マス 聖誕節／耶誕節 17

くるま 車 くるま￣ 車子 1

くろい 黒い くろ￢い 黑的 6

くん／～くん ―――
〜先生（用於稱呼年紀較輕的男性同事、同學、
友人以示友好）

1

けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ 行動電話／手機 16

けいゆち 経由地 けいゆ￢ち 途經地點 13

ケーキ ケ￢ーキ 蛋糕 11

ゲーム ゲ￢ーム 遊戲 17

けします 【けす1】 けしま￢す 關／切斷 14

ゲスト ゲ￢スト 客人／嘉賓 14

げつ（げつようび） 月 げ￢つ 星期一 13

けっこん（します）(【する3】） 結婚 けっこん￣ 結婚 17

げんき（な） 元気 げ￢んき 健康的／有精神的 3

けんこう けんこう￣ 健康 15

けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち 健康第一 15

けんめい 件名 けんめい￣ 主旨（電子郵件） 3

こ／～こ ～￢こ 〜個 11

ご／～ご ～語 ～ご￣ 〜語 1

コイン コ￢イン 硬幣 2

こう こ￢う 這樣 15

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう 〜號 13

こうえん こうえん￣ 公園 2

こうこう 高校 こうこう￣ 高中 9

こうさてん こうさてん￣ 十字路口 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う 工廠 13

コース コ￢ース 課程／套餐／路線 14

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ 咖啡杯 17

き

く

け

こ
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ 咖啡店 5

ごけっこん（けっこん） ご結婚(結婚) ごけっこん￣ 婚姻／結婚 18

ここ ここ￣ 此處／這裡（靠近自己的事物） 5

ごご 午後 ご￢ご 下午 4

こし こし￣ 腰部 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん （他人的）丈夫 1

ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ 生產 18

コスプレ コスプレ￣ 角色扮演 10

ごぜん 午前 ご￢ぜん 上午 4

ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ 在早上／中午前 4

こたえ こた￢え 回答／答案 9

こちら こちら￣ 這位（靠近自己的事物） 14

こちらこそ こちらこ￢そ 我也一樣／彼此彼此 14

こっち こっち￢ 這邊／這裡（靠近自己的事物）（較口語） 4

コップ コップ￣ 杯子 11

ことし 今年 ことし￣ 今年 3

ことば ことば￢ 語言 17

こども 子ども こども￣ 孩子 1

こどもたち 子どもたち こども￢たち 孩子們 4

この この￣ 這個～（靠近自己的事物） 1

ごはん ご￢はん 白飯／米飯 4

コピー（します）(【する3】） コ￢ピー 影印／複製 14

コピーき コピ￢ーき 影印機 14

これ これ￣ 這個（靠近自己的事物） 1

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ 左右 3

こわい こわ￢い 可怕的／嚇人的 13

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す 壞掉 13

こん 今～ ――― 這〜 18

こんげつ 今月 こんげつ￣ 這個月 18

コンサート コ￢ンサート 演唱會／音樂會 7

コンサルタント コンサ￢ルタント 顧問／諮詢人員 1

こんしゅう 今週 こんしゅう￣ 這週／這星期 4

こんにちは こんにちは￢ 你好 4

こんばん こ￢んばん 今晚 8

コンピューター コンピュ￢ーター 電腦 1

さい／～さい ～￢さい 〜歲 1

さいきん さいきん￣ 最近 15

サイト サイト￣ 網站 10

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

齋藤／齋藤先生 11

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

酒井／酒井小姐 4

さかな 魚 さかな￣ 魚 8

さかなつり 魚つり さかな￢つり 釣魚 3

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

坂本／坂本小姐 15

さきます 【さく1】 さきま￢す （花）開 3

さくら さくら￣ 櫻花／櫻花樹 3

さつ／＝さつ ――― 〜本（書本） 9

サッカー サ￢ッカー 足球 2

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ 札幌 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん 佐藤／佐藤小姐 1

さま／～さま ～様 ――― 先生／小姐／女士／太太（敬語） 13

さむい さむ￢い 冷的 3

さら さら￣ 盤子 11

サラダ サ￢ラダ 沙拉 11

さん／～さん ――― 先生／小姐／女士／太太 1

ざんぎょう ざんぎょう￣ 加班 2

サンドイッチ サンドイ￢ッチ 三明治 11

ざんねん（な） ざんね￢ん 可惜的／遺憾的 12

さ

こ
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ 散步 2

じ ～時 ～￢じ 〜點 1

しあい しあい￣ 比賽（運動） 2

しあわせ（な） しあわせ￣ 幸福的 18

ジーンズ ジ￢ーンズ 牛仔褲 3

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ 日本流行音樂 2

じかん 時間 じかん￣ 時間 1

じかん ～時間 ～じ￢かん 〜小時 7

じこ じ￢こ 事故 7

しごと 仕事 しごと￣ 工作 1

ししゃ 支社 し￢しゃ 分公司 13

じしょ じ￢しょ 字典 9

しずか（な） し￢ずか 安靜的 3

した 下 した￣、した￢ 下／下面 11

しっかり しっか￢り 牢固的／扎實的／可靠的 15ス

しつもん しつもん￣ 問題 9

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

腳踏車／自行車 1

シドニー シ￢ドニー 雪梨 13

しながわ 品川 しながわ￣ 品川 1

じぶん 自分 じぶん￣ 我／自己 11

します 【する3】 しま￢す 做 1

します（～に） 【する3】 しま￢す 要～（選擇）／決定做～ 18

じむ じ￢む 辦公、行政工作 14

ジム ジ￢ム 健身房 15

しめます 【しめる2】 しめま￢す 關上／關閉 14

じゃあ じゃ￢あ 那麼 1

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

外套／夾克 3

しゃしん 写真 しゃしん￣ 照片 2

しゃしんたて 写真たて しゃしん￢たて 相框 17

しゃちょう しゃちょう￣ 社長／總經理 14

シャツ シャ￢ツ 襯衫 17

ジャパン・エキスポ ジャパン・エ￢キスポ 日本博覽會 10ス

シャワー シャ￢ワー 淋浴 13

しゅう 週 しゅ￢う 週／星期 10

しゅうかん しゅうかん￣ 習慣 17

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん 〜週 10

しゅうしょく しゅうしょく￣ 就業／找工作 17

ジュース ジュ￢ース 果汁 11

じゅうたい じゅうたい￣ 塞車 7

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ 週末 8

じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか 14日（日期） 4

しゅくだい しゅくだい￣ 家庭作業／功課 9

しゅっさん しゅっさん￣ 生產 17

しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ 出差 10

しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ 出發 13

しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ 離境航班 13

しゅふ しゅ￢ふ 家庭主婦 1

しゅみ しゅ￢み 興趣 2

しょうかい（します）(【する3】） しょうかい￣ 介紹 14

しょうがつ しょうがつ￢ 新年／過年期間 3

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう 小學 9

しょうぎ しょうぎ￣ 日本將棋 2

じょうず（な） （上手） じょうず￢ 擅長的／拿手的 14

しょうせつ しょうせつ￣ 小說 10

じょうだん じょうだ￢ん 玩笑 13

しょうらい しょ￢うらい 未來／將來 10

ショー ショ￢ー 表演／秀 8

ジョギング ジョギング￣ 慢跑 16

し

さ
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

しょくじ 食事 しょくじ￣ 飲食／餐點 5

しょっぱい しょっぱ￢い 鹹的 12

しります 【しる1】 しりま￢す 知道／得知 5

しろ 白 し￢ろ 白色 11

しろい 白い しろ￢い 白的 6

じん／～じん ～人 ～￢じん 〜人（國籍） 1

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￣

新一先生 13

しんかんせん しんか￢んせん 新幹線（高鐵） 4

しんごう しんごう￣ 紅綠燈 6

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ 新宿 5

しんせき しんせき￣ 親戚 1

しんせん（な） しんせん￣ 新鮮的 12

すいぞくかん すいぞく￢かん 水族館 8

すいます 【すう1】 すいま￢す 吸（菸）／抽（菸） 16

すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび 星期三 1

スーツ ス￢ーツ 西裝 7ス

スープ ス￢ープ 湯 11

スカート スカ￢ート 裙子 7ス

すき（な） 好き すき￢ 喜歡的 2

スキー スキ￢ー 滑雪 3

すきます 【すく1】 すきま￢す 空出 11

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す 太～／過分 13

すぐ す￢ぐ 馬上／立刻 6

すくない 少ない すくな￢い 少的 5

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

行程 13

すごい すご￢い 了不起的／厲害的 4

すこし 少し すこ￢し 一些／一點 9

すし す￢し、すし￢ 壽司 8

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ 鈴木／鈴木小姐（先生） 7

すずしい すずし￢い 涼快／涼爽 3

スタッフ スタ￢ッフ 工作人員 14

ずっと ずっと￣ 一直 14

すっぱい すっぱ￢い 酸的 12

すてき（な） すてき￣ 漂亮的／絕佳的 6

ストレス スト￢レス 壓力 15

ストレッチ ストレ￢ッチ 伸展／拉筋 16

スピーチ スピ￢ーチ 致詞／演講 9

スプーン スプ￢ーン 湯匙 11

スペイン スペ￢イン 西班牙 2

スペインご スペイン語 スペインご￣ 西班牙語 2

スポーツ スポ￢ーツ 運動 2

スポーツクラブ スポーツク￢ラブ 健身俱樂部 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す 住 1

すみません すみませ￢ん 對不起／不好意思 6

すわります 【すわる1】 すわりま￢す 坐 14

せいかつ せいかつ￣ 生活 15

セーター セ￢ーター 毛衣 3

せかい せ￢かい 世界 12

せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ 說明／解釋 9

せなか せなか￣ 背部 15

ぜひ ぜ￢ひ 務必／一定 5

せん 先～ ――― 上〜 18

せんげつ 先月 せ￢んげつ 上個月 18

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ 上週／上星期 13

せんせい 先生 せんせ￢い 老師 9

ぜんぜん ぜんぜん￣ 完全不／一點也不 4

センター セ￢ンター 中心 10

せんだい 仙台 せ￢んだい 仙台 4

し

す

せ
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

そう そ￢う 那樣 1

そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ 商量／諮詢 11

そして そして￣ 然後／而且 3

そっち そっち￢ 那邊／那裡（靠近對方的事物）（較口語） 4

そと 外 そ￢と 外／外面／室外 2

その その￣ 那個〜（靠近對方的事物） 2

そふ そ￢ふ （自己的）爺爺 1

そぼ そ￢ぼ （自己的）奶奶 1

そら 空 そ￢ら 天空 4

それ それ￣ 那個（靠近對方的事物） 12

それから それから￣ 然後 2

そんな そんな￣ 那樣／那種 14

だいがく 大学 だいがく￣ 大學 9

だいがくいん だいがく￢いん 研究所 9

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ 沒問題／不要緊 3

だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき 最喜歡的 17

たいせつ（な） たいせつ￣ 重要的 18

たいせつに します たいせつに　しま￢す 重視／珍惜 18

たいそう（します）(【する3】） たいそう￣ （做）體操 15

だいたい だいたい￣ 大概／差不多 1ス

たいふう たいふ￢う 颱風 4

たいへん（な） たいへん￣ 辛苦的／嚴重的 2

たかい 高い たか￢い 貴的 5

たかい 高い たか￢い 高的 5

たくさん たくさん￣ 許多 1

タクシー タ￢クシー 計程車 6

たちます 【たつ1】 たちま￢す 站／立 15

たてもの たて￢もの 建築物 6

たとえば たと￢えば 例如 17

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

田中／田中先生 2

たのしい 楽しい たのし￢い 快樂的／愉快的 1

たのしみ 楽しみ たのし￢み 樂趣／期望 3

たばこ たばこ￣ 香菸 16

たぶん た￢ぶん 大概／也許 4

たべます【たべる2】 食べます たべま￢す 吃 2

たべもの 食べ物 たべ￢もの 食物 5

たまご 卵 たま￢ご 蛋 12

だめ（な） だめ￢ 沒用的／不行的 15ス

だれ だ￢れ 誰 1

タワー タ￢ワー 塔 6

たんご たんご￣ 單字 9

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび 生日 17

ダンス ダ￢ンス 舞蹈 10

だんだん だんだん￣ 漸漸／逐漸 3

たんとう（します）(【する3】） たんとう￣ 負責／擔任 13

ちいさい 小さい ちいさ￢い 小的 5

チーズ チ￢ーズ 起士 12

チェック（します）(【する3】） チェ￢ック 確認／檢查 9

ちかい ちか￢い 近的 1

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す 錯／不同 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く 附近 6

ちこく ちこく￣ 遲到 7

ちず ち￢ず 地圖 8

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ （自己的）爸爸 1

ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ （飯）碗 9

ちゅう （～中） ～ちゅう￣ 〜當中／正在〜 13ス

ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう 中學 9

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく 中國 2

そ

た

ち
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ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ 中文 2

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん 中國人 2

チョコレート チョコレ￢ート 巧克力 11

ちょっと ちょ￢っと 有點／一些 4

チリ チ￢リ 智利 12

つうやく つ￢うやく 口譯 10

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す 使用 9

つかれ つかれ￢ 疲勞／疲倦 15ス

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す 累／疲倦 7

つき （月） つき￢ 月亮 4

つき 月 つき￢ 月 10

つきます 【つく1】 （着きます） つきま￢す 到達／抵達 7

つきみ （月見） つきみ￣ 賞月 3

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す 做／製作 2

つけます 【つける2】 つけま￢す 開啟 14

つけもの つけもの￣ 醬菜／泡菜 12

ツナ ツ￢ナ 鮪魚 12

ツボ ツボ￣ 穴位 15

つま つ￢ま （自己的）妻子 1

つめたい つめたい￣、つめた￢い 冷的／涼的 12

つもります 【つもる1】 つもりま￢す 堆積／累積 4

つよい つよ￢い 強的／強壯的 4

て 手 て￢ 手 15

ティーシャツ Ｔシャツ ティーシャツ￣ T恤 3

ていこく 定刻 ていこく￣ 預定時間／準時 13

テーブル テーブル￣ 桌子 11

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す 出門 7

てがみ てがみ￣ 信件 4

できます 【できる2】 できま￢す 能〜／會〜 2

できるだけ できるだけ￣ 盡可能／盡力 15

テスト テ￢スト 考試／測驗 9

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す 幫忙 9

では で￢は 那麼 18

デパート デパ￢ート 百貨公司 5

でます 【でる2】 出ます でま￢す 出現／出發 4

でも で￢も 但是 1

テレビ テ￢レビ 電視 5

てんき 天気 て￢んき 天氣 3

でんき 電気 で￢んき 電燈／電力 13

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ 電車 1

てんぷら てんぷら￣ 天婦羅 8

でんわ（します）(【する3】） 電話 でんわ￣ 電話 13

ドア ド￢ア 門 14

ドイツ ド￢イツ 德國 9

ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ 德語 9

どう ど￢う 如何 1

とうきょう 東京 とうきょう￣ 東京 1

どうして ど￢うして 為什麼 3

どうぞ ど￢うぞ 請 11

とうちゃく 到着 とうちゃく￣ 到達 13

とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ 入境航班 13

どうぶつ どうぶつ￣ 動物 8

どうぶつえん どうぶつ￢えん 動物園 5

どうも ど￢うも 謝謝 6

どうやって ど￢うやって 如何 1

とおい とおい￣、とお￢い 遠的 5

とおく とおく￢ 遠方 16

とおり 通り とおり￢ 大道、路、街道 5

とき （時） とき￢ 時間 2

ち

つ

て

と
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

ときどき ときどき￢ 有時候 2

とくい（な） とく￢い 擅長的／拿手的 2

どくしょ 読書 ど￢くしょ 閱讀 2

とくに と￢くに 特別／尤其 2

とけい 時計 とけい￣ 時鐘 17

どこ ど￢こ 何處／哪裡 1

どこか ど￢こか 某處／某個地方 8ス

ところ ところ￢ 地點／地方 1

としょかん としょ￢かん 圖書館 6

どちら ど￢ちら 哪一個（兩者之間） 11

どっち ど￢っち 哪一個（兩者之間）比較口語 11

とても とても￢ 非常／很 3

どの ど￢の 哪一個～（三者以上） 3

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

多少／多久 1

トマト ト￢マト 番茄 12

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す 停止 7

ともだち 友だち ともだち￣ 朋友 1

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび／ど￢ 星期六 4

ドライバー ドライバー￣ 司機 13

ドライブ ドラ￢イブ 開車兜風 2

とらさん とら￢さん 寅先生 5

ドラマ ド￢ラマ 戲劇 10

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す 拍（照） 2

どれ ど￢れ 哪一個（三者以上） 10

トレーナー トレーナー￣ 教練／訓練師 16

トレーニング トレ￢ーニング 練習／訓練 15

とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す 消除（疲勞） 15ス

どんな ど￢んな 什麼樣的 2

ナイフ ナ￢イフ 刀子 11

なか 中 な￢か 之中／裡面 2

ながい なが￢い 長的 3

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

中川／中川小姐 3

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

中村／中村小姐 13

なつ 夏 なつ￢ 夏天 3

なつやすみ 夏休み なつや￢すみ 暑假 3

ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ 七惠／七惠小姐 6

なに／なん 何 な￢に／な￢ん 什麼 1

なにか 何か な￢にか 什麼／……之類的 15

なにも 何も なにも￣ 什麼都 7

なまえ なまえ￣ 名字 6

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す 學習 10

なります（～に／～く）【なる1】 なりま￢す 變成／成為 3

にがて（な） にがて￣ 不擅長的 3

にぎやか（な） にぎ￢やか 熱鬧的／繁華的 3

にく 肉 にく￢ 肉 15

にし 西 にし￣ 西／西方 5

にち／～にち ～日 ――― 〜日 4

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび 星期日 4

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん 日本 1

にほんご 日本語 にほんご￣ 日語 1

にほんしゅ （日本酒） にほんしゅ￣ 日本酒 11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん 日本人 1

にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ 日式的／日本風的 6

にほんぶんか 日本文化 にほんぶ￢んか 日本文化 10

にます 【にる2】 にま￢す 像／相似／類似 9

にもつ に￢もつ 行李 13

にゅうがくしき にゅうがく￢しき 開學典禮 3

と

な

に
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

にん／～にん ～人 ――― 〜人（人數） 1

にんき 人気 にんき￣ 受歡迎的 5

にんぎょう にんぎょう￣ 玩偶／洋娃娃 2

ぬ ぬるい ぬる￢い 溫的／不冷不熱的 13

ネクタイ ネ￢クタイ 領帶 17

ねこ ね￢こ 貓 3

ねだん ねだん￣ 價格／售價 13

ネックレス ネ￢ックレス 項鍊 17

ねます 【ねる2】 ねま￢す 睡覺 2

ねむい ねむい￣、ねむ￢い 想睡的／睏的 13

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

能／不能睡 15

ねん 年 ね￢ん 年 10

ねん／～ねん ～年 ――― 〜年 10

ねんせい ～年生 ～ね￢んせい 〜年級（學生） 3

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ 野田／野田先生 2

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す 喝 2

のみもの 飲み物 のみ￢もの 飲料 11

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す 乘坐／搭／騎 6

は は￢ 牙齒 15

はあ ――― 這樣啊……／是哦…… 13ス

パーティー パ￢ーティー 派對 3

バーベキュー バーベ￢キュー 烤肉 11

はい は￢い 是／對 2

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す 進入／進去 12

はくぶつかん はくぶつ￢かん 博物館 4

はし は￢し 筷子 11

はし／～ばし はし￢ 橋梁／～橋 6

はじめて はじ￢めて 第一次／初次 16

はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す 開始 14

ばしょ 場所 ばしょ￣ 地點／地方／所在地 7

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す 跑／行駛 15

バス バ￢ス 巴士／公車 1

パソコン パソコン￣ 個人電腦 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す 工作／勞動 1

はつおん はつおん￣ 發音 9

バッグ バ￢ッグ 包包 17

バッハ バ￢ッハ 巴哈 2

バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン （打）羽毛球 16

はな 花 はな￢ 花朵 2

はな はな￢ 鼻子 15

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す 說 1

バナナ バ￢ナナ 香蕉 11

はなび （花火） は￢なび 煙火 3

はなみ 花見 はなみ￢ 賞花 3

はは 母 は￢は （自己的）媽媽 1

はやい はや￢い 早的 7

はやく（はやい） は￢やく 快的 7

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ 原宿 5ス

はる 春 は￢る 春天 3

はれ 晴れ はれ￢ 晴天（天氣） 4

はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す 放晴（天氣） 4

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー 情人節 17

はん／～はん ～半 ～は￢ん 〜點半 7

パン パ￢ン 麵包 11

ばんごう 番号 ばんご￢う 號碼 13

ばんごはん ばんご￢はん 晚餐 8

パンフレット パ￢ンフレット 小冊子／手冊 14

ひ 日 ひ￢、ひ￣ 日 7

の

は
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

ビール ビ￢ール 啤酒 11

ひがし 東 ひがし￣ 東／東方 11

ピクニック ピ￢クニック 野餐 11

ひこうき ひこ￢うき 飛機 13

ひさしぶり ひさしぶり￣ 好久不見 13

びじゅつかん びじゅつ￢かん 美術館 2

ひしょ ひ￢しょ 秘書 14

ひだり 左 ひだり￣ 左邊 6

ひづけ ひづけ￣ 日期 4

ひっこし（します）(【する3】） ひっこし￣ 搬家 18

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ 人 1

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ 一（數量） 6

ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ 第一個 6

ひとり １人／一人 ひと￢り 一個人 2

ひま（な） ひま￣ 空閒的／有空的 2

ひまわり ひま￢わり 向日葵 3

びょういん びょういん￣ 醫院 1

ひらがな ひらが￢な 平假名 9

ひる 昼 ひる￢ 中午／白天 3

ビル ビ￢ル 大樓／大廈 5

ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん 午餐 8

ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ 中午左右 4

ひろい 広い ひろ￢い 寬敞的 5

ひろしま 広島 ひろしま￣ 廣島 1

ヒント ヒ￢ント 提示／暗示 12

びんめい 便名 びんめい￣ 班機號碼 13

ファイル ファ￢イル 檔案／文件 14

ファックス ファ￢ックス 傳真 14

ファッション ファ￢ッション 時尚 5

フィリピン フィ￢リピン 菲律賓 10

プール プ￢ール 游泳池 16

ふうん ――― 是哦～／嗯嗯～ 12

フォーク フォ￢ーク 叉子 11

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す 吹 4

ふく ふく￢ 衣服 3

ふくおか 福岡 ふく￢おか 福岡 4

ふじさん (富士山） ふ￢じさん 富士山 5

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ 二（數量） 5

ふたつめ
２つ(目)／二つ
(目)

ふたつめ￢ 第二個 6

ふたり ２人／二人 ふたり￢ 兩個人 1

ぶどう ぶどう￣ 葡萄 3

ふべん（な） ふ￢べん 不方便的 5

ふゆ 冬 ふゆ￢ 冬天 3

フライト フライト￣ 班機 13

ブラジル ブラジル￣ 巴西 10

ブラジルじん ブラジル人 ブラジル￢じん 巴西人 10

フラメンコ フラメ￢ンコ 佛朗明哥舞 10

フランス フランス￣ 法國 9

フランスご フランス語 フランスご￣ 法語 9

ふります 【ふる1】 ふりま￢す 下（雨／雪） 4

ふるい 古い ふる￢い 老的／舊的 5

ブルーベリー ブルーベ￢リー 藍莓 15

プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント (送)禮物 17

ブログ ブログ￣ 部落格 7

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん 〜分鐘 1

ぶんか 文化 ぶ￢んか 文化 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ 文法 9

ペア ペ￢ア 成對／一雙／一組 17

ひ

ふ

へ
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へえ ――― 哦？（疑問）／噢！（驚訝） 8

ベトナム ベトナム￣ 越南 10

へや へや￢ 房間 13

ペン ペ￢ン 筆 14

べんきょう（します）(【する3】） 勉強（します） べんきょう￣ 學習／讀書 1

へんじ へんじ￢ 回覆 11

べんり（な） べ￢んり 方便的／便利的 1

ホーム ホ￢ーム 月台 5ス

ホール ホ￢ール 大廳 2

ほか ほか￣ 其他 2

ほし ほし￣ 星星 4

ほしい ほし￢い 想要／希望 17

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう 北海道 8

ポテトチップス ポテトチ￢ップス 洋芋片 11

ホテル ホ￢テル 飯店／旅館 5

ほら ほ￢ら 看吧！ 18ス

ホラー ホ￢ラー 恐怖片 2

ポルトガル ポルトガル￣ 葡萄牙 10

ポルトガルご ポルトガル語 ポルトガルご￣ 葡萄牙語 10

ほん 本 ほ￢ん 書 2

ほん／～ほん／ぼん／ぽん （～本） ――― 根／支／條 16

ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ 總公司 13

ほんとう ほんとう￣ 真的 18ス

ほんとうに ほんとうに￣ 真的 9ス

ほんや 本や ほ￢んや 書店 7

ほんやく（します）(【する3】） ほんやく￣ 翻譯 10

まあ ま￢あ 哎呀！／啊！ 5ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ 還好的／還可以的 14ス

まい 毎～ ――― 每〜 16

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ 每天早上 16

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ 每週／每星期 1

まいつき 毎月 まいつき￣ 每個月 18

まいとし／まいねん 毎年
まいとし￣／
まいねん￣

每年 10

まいにち 毎日 ま￢いにち 每天 1

まいばん ま￢いばん 每晚 16

まえ 前 ま￢え 前面 6

まがります 【まがる1】 まがりま￢す 轉彎 6

まご まご￢ 孫子 1

マシン マシ￢ン 機器 16

まずい まず￢い 糟糕／難吃的 12

また また￢ 再次／又 7

まだ ま￢だ 還沒／尚未 8

まだまだ ま￢だまだ 還不夠〜 14

まち 町 まち￢ 城鎮 4

まちあるき 町歩き まちあ￢るき 城市漫步 5

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ 會合／碰面 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す 搞錯／弄錯 7

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す 等待 7

マッサージ（します）(【する3】） マッサ￢ージ 按摩 15

まっすぐ（な） まっす￢ぐ 筆直的 6

まど ま￢ど 窗戶 14

マドリード マドリ￢ード 馬德里 13

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す 迷路／迷失 7

まるい まるい￣、まる￢い 圓的 6

マレーシア マレ￢ーシア 馬來西亞 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す 轉動（物品） 15

マンガ マンガ￣ 漫畫 10

まんざい まんざ￢い 相聲 10

へ
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みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す 看得到／看得見 6

みかん み￢かん 橘子 3

みぎ 右 みぎ￣ 右邊 6

みせ 店 みせ￢ 商店 5

みち 道 みち￣ 路／街道 6

みっか ３日／三日 みっか￣ 3日（日期）／三天（天數） 18

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ 三（數量） 11

みなさん みな￢さん 大家／各位 11

みます 【みる2】 見ます みま￢す 看 2

みみ 耳 みみ￢ 耳朵 15

みんな みんな￢ 大家／各位 5

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す 迎接 13

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

難的 9

むすこ むすこ￣ （自己的）兒子 1

むすこさん むすこさん￣ （他人的）兒子 1

むすめ むすめ￢ （自己的）女兒 1

むすめさん むすめさん￣ （他人的）女兒 1

むね むね￢ 胸部 15

むり（します）(【する3】） む￢り 硬撐／勉強 15

め 目 め￢ 眼睛 15

めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ 名片夾 17

メートル／～メートル ～メ￢ートル 公尺 4

メール メール￣ 電子郵件 1

メキシコ メキシコ￣ 墨西哥 18

めずらしい めずらし￢い 罕見的／稀奇的 8

メッセージ メ￢ッセージ 訊息 14

メモ メ￢モ 筆記 14

メルボルン メルボ￢ルン 墨爾本 3

もう も￢う 已經 8

もう もう￣ 再 9

モーターズ モ￢ーターズ Motors（虛構的公司名稱） 13

もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび 星期四 1

もじ も￢じ 文字 9

もしもし も￢しもし 喂（電話用語） 4

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す 拿／攜帶 11

もちろん もち￢ろん 當然／不用說 8

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 帶去／拿走 11

もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す 帶來／拿來 11

モネ モ￢ネ 莫內 2

もの 物 もの￢ 東西／物品 8

もみじ も￢みじ 楓葉 3

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す 收到／得到 13

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ 八木／八木先生 9

やきそば やきそば￣ 炒麵 2

やきとり やきとり￣ 烤雞肉串 5

やきゅう やきゅう￣ 棒球 2

やけい やけい￣ 夜景 8

やさい 野菜 やさい￣ 蔬菜 12

やさん／～やさん ――― 〜店 8

やすい 安い やす￢い 便宜的 5

やすだ／やすださん (安田／安田さん) やすだ￣／やすださん￣ 安田／安田小姐 15

やすみ 休み やすみ￢ 放假日 3

やたい や￢たい 路邊攤 8

やま 山 やま￢ 山 3

やまだ／やまださん (山田／山田さん) やまだ￣／やまださん￣ 山田／山田小姐 3

やみます 【やむ1】 やみま￢す （雨／雪）停 4

やります 【やる1】 やりま￢す 做 15

ゆうえんち ゆうえ￢んち 遊樂園 5ゆ

や

み

む

め

も
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ことば かんじ アクセント はんたいじ か

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん 優子／優子小姐 1

ゆうめい（な） ゆうめい￣ 有名的 5

ゆかた ゆかた￣ 浴衣（夏季和服） 3

ゆき 雪 ゆき￢ 雪 4

ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま 雪人 4

ゆっくり ゆっく￢り 緩慢地 4

ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします 放輕鬆 2

ゆびわ ゆびわ￣ 戒指 18

ようこそ よ￢うこそ 歡迎 13

ようび よう日 ようび￣ 星期幾 11

ヨガ ヨ￢ガ 瑜珈 16

よかったら よ￢かったら 如果您方便的話／如果您喜歡的話 6

よく よ￢く 經常 2

よく よ￢く 很／充分地 4

よこ よこ￣ 旁邊 12

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ 吉田／吉田先生 1

よっつ ４つ／四つ よっつ￢ 四（數量） 3

よてい よてい￣ 計畫／預定行程 8

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す 讀／唸 2

よやく よやく￣ 預約／預訂 18

よる 夜 よ￢る 晚上／夜晚 3

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す 高興／樂意 18

よろしく よろしく￣ 請多指教 9

ラーメン ラ￢ーメン 拉麵 8

らい 来～ ――― 下〜 18

らいげつ 来月 ら￢いげつ 下個月 3

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ 下週／下星期 1

ライトアップ ライトア￢ップ 夜間打光照明 8

らいねん 来年 らいねん￣ 明年 1

ラウンジ ラウンジ￣ 候機室／交誼廳、機場貴賓室 16

りっぱ（な） りっぱ￣ 出色的／優秀的／壯麗的 6

りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣ 留學 10

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい 留學生 10

りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん 廖／廖先生、廖同學 1

りょうしん りょ￢うしん 父母 1

りょうり 料理 りょ￢うり 料理 2

りょこう（します）(【する3】） 旅行 りょこう￣ 旅行 2

リラックス（します）(【する3】） リラ￢ックス (放)輕鬆 15ス

りんご りんご￣ 蘋果 11

れい れ￢い 例子 2

れきし れきし￣ 歷史 8

レストラン レ￢ストラン 餐廳 5

レタス レ￢タス 生菜／萵苣 12

レモン レ￢モン 檸檬 12

れんしゅう（します）(【する3】） れんしゅう￣ 練習 9

れんらく（します）(【する3】） れんらく￣ 聯絡 7

ロシア ロ￢シア 俄羅斯 10

ロシアご ロシア語 ロシアご￣ 俄語 10

ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん 俄國人 10

ロビー ロ￢ビー 大廳 7

ロンドン ロ￢ンドン 倫敦 4

わあ ――― 哇 12

ワイン ワ￢イン 葡萄酒 11

わかい わか￢い 年輕的 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す 了解／理解／知道 5

わたし 私 わたし￣ 我 1

わたしたち 私たち わたし￢たち 我們 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す 過／渡／穿越 6

わるい わる￢い 壞的／不好的 15
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