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『まるごと　日本のことばと文化』入門（A1）＜かつどう＞

 ごいインデックス　Vocabulary Index （五十音順　Japanese alphabetical order） 

えいご< > ： 使い方に関する補足情報　　ス ： スクリプトだけ　Only in the audio scripts

ことば アクセント ローマ字 えいご か

あ／あっ ――― a ah 8

ああ ――― aa ah 3ス

アイス ア￢イス aisu iced (coffee/tea) 6

あいます あいま￢す aimasu to meet 17

あお あ￢お ao blue 16

あか あ￢か aka red 16

あかるい あかるい￣、あかる￢い akarui bright 7

あきはばら あきは￢ばら Akihabara Akihabara 15

アクション ア￢クション akushon action 11

あげます あげま￢す agemasu to give 15

あさ あ￢さ asa morning 9

あさくさ あさくさ￣ Asakusa Asakusa 13

あさごはん あさご￢はん asa-gohan breakfast 5

あした あした￢ ashita tomorrow 10

あそびます あそびま￢す asobimasu to play 17

あたらしい あたらし￢い atarashii new 7

あっち あっち￢ acchi that side/over there 14ス

あと あ￢と ato after 9ス

あに あ￢に ani elder brother/(my) elder brother 4

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ anime anime/animated cartoons 11

あね あね￣ ane elder sister/(my) elder sister 4

あの あの￣ ano that ～ 6

あのう ――― anoo ah…/Excuse me/well… 3

アパート アパ￢ート apaato flat/apartment 7

あびます あびま￢す abimasu to bathe in (water)/to pour (water) over oneself 9

あまり (～ない) あまり￣ amari (not) very 5

アラビアご アラビアご￣ Arabiago Arabic language 3ス

あります ありま￢す arimasu
there is/are/to have/(party, event, festival) to 
be held

7

アルバイト アルバ￢イト arubaito part-time job/part-timer 17

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

15

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

ankeeto questionnaire 5

いい い￢い ii nice/good 8

いいえ いいえ￢ iie No./Don't mention it./No problem. 1

いいます いいま￢す iimasu to say/to tell 13

いえ いえ￢ ie house 7

いきます いきま￢す ikimasu to go 9

いくつ い￢くつ ikutsu how many ～ <for things> 7

いくら い￢くら ikura how much 12

いけばな いけ￢ばな ikebana flower arrangement 11

いす いす￣ isu chair 7

いそがしい いそがし￢い isogashii busy 9

いち いち￢ ichi one 1

いちど いちど￢ ichido once 2

いちにちめ いちにちめ￢ ichinichime the first day 18

いちばん いちばん￣ ichiban the best/the most/number one 6

いつ い￢つ itsu when 10

いっこだて いっこだて￣ ikkodate detached house/single house 7

いっしょに いっしょに￣ issho ni together 12

いつつ／５つ いつ￢つ itsutsu five <for things> 7

いつも い￢つも itsumo always 5

イベント イベント￣ ibento event 12
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ことば アクセント ローマ字 えいご か

いま い￢ま ima now 14

います いま￢す imasu to be (existence) 2

いもうと いもうと￢ imooto younger sister/(my) younger sister 4

いやー ――― iyaa not really/nah/well… 17ス

いろ いろ￢ iro colour 16

ううん／うーん ――― uun/uun well…/hmm… 13

うえ うえ￣、うえ￢ ue on/above 8

うえの うえの￣ Ueno Ueno 13

うしろ うしろ￣ ushiro back/behind 14

うた うた￢ uta song 11

うたいます うたいま￢す utaimasu to sing 17

うち うち￣ uchi house/one's own house or home 9

うどん うどん￣ udon udon noodles 6

うれしい うれし￢い ureshii happy/glad/delighted 17

うん ――― un
yeah/yup/okay/hmm <used as a casual 
expression for "はい" or when checking 
something for oneself>

17ス

うんどう うんどう￣ undoo exercise 9ス

え え￢ e picture 11

え／えっ ――― e What?/Pardon me?/Excuse me? 3

エアコン エアコン￣ eakon air conditioner 7

えいが えいが￣、え￢いが eega movie/film 11

えいぎょうじかん えいぎょうじ￢かん eegyoo-jikan business hours 14

えいご えいご￣ eego English language 2

ええ ――― ee yes 11ス

えー ――― ee Well/Let's see 6ス

ええっと ――― eeｔto well…/umm… 4ス

ええと／えーと ――― eeto well…/umm… 3ス

えき え￢き eki station 13

エジプト エジプト￣ Ejiputo Egypt 3ス

エス／Ｓ エ￢ス esu S-size 16

エスエフ／ＳＦ エスエフ￣ esuefu science fiction 11

えはがき えは￢がき ehagaki picture postcard 15

エム／Ｍ エ￢ム emu M-size 16

エル／Ｌ エ￢ル eru L-size 16

えん／～えん ――― ～en yen 12

エンジニア エンジ￢ニア enjinia engineer 3

おいしい おいしい￣、おいし￢い oishii delicious/tasty 6

おおい お￢おい ooi lots of/crowded with ～ 17

おおきい おおき￢い ookii big 7

おおさか おおさか￣ Oosaka Osaka 4

オーストラリア オーストラ￢リア Oosutoraria Australia 2

おきなわ おきなわ￣ Okinawa Okinawa 7

おきます おきま￢す okimasu to get up 9

おきます おきま￢す okimasu put 15ス

おきゃくさん おきゃくさん￣ okyakusan
customer/Sir/Madam <used by people in the 
service industry when talking to a custome>

13

おくに（くに） おくに￣ okuni (kuni) country/home country <polite> 3ス

おくれます おくれま￢す okuremasu be late/be delayed 2

おさけ（さけ） おさけ￣ osake (sake) alcohol/sake 17

おしごと（しごと） おし￢ごと
oshigoto 
(shigoto)

job <polite> 3

おしゃれ（な） おしゃ￢れ oshare(na) fashionable/stylish 15

おそい おそい￣、おそ￢い osoi late 9

おたんじょうび（たんじょうび） おたんじょ￢うび
otanjoobi 
(tanjoobi)

birthday 10

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ocha (cha) tea/Japanese tea 5

おっと おっと￣ otto husband/(my) husband 4

おてら（てら） おてら￣ otera (tera) temple 14

おとうさん おと￢うさん otoosan father/(someone else's) father 4ス
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ことば アクセント ローマ字 えいご か

おとうと おとうと￢ otooto younger brother/(my) younger brother 4

おなまえ（なまえ） おなまえ￣ onamae (namae) name <polite> 3

おばあちゃん おば￢あちゃん obaachan grandma/grandmother 18

おふろ(ふろ） おふ￢ろ ofuro (furo) bathroom/bath 8

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ omiyage (miyage) souvenir 15

おもしろい おもしろ￢い omoshiroi funny/interesting 15

おりがみ おり￢がみ origami origami 11

おります おりま￢す orimasu to get off 13

オレンジ オレ￢ンジ orenji orange 16

オレンジジュース オレンジジュ￢ース orenji-juusu orange juice 6ス

おわります おわりま￢す owarimasu to finish 2

おんがく お￢んがく ongaku music 11

カード カ￢ード kaado credit card 13

がいこくご がいこくご￣ gaikokugo foreign language 11

かいしゃ かいしゃ￣ kaisha company/firm 9

かいしゃいん かいしゃ￢いん kaishain company employee 3

かいます かいま￢す kaimasu to buy 15

かいもの かいもの￣ kaimono shopping 10

かいものします かいものしま￢す kaimonoshimasu to do shopping 18

カイロ カ￢イロ Kairo Cairo 3ス

かえます（かいます） かえま￢す kaemasu can buy/to be able to buy 15

かえります かえりま￢す kaerimasu to go home 9

かきます かきま￢す kakimasu to write 9

かきます かきま￢す kakimasu to draw 11

がくせい がくせい￣ gakusee student 3

かさ か￢さ kasa umbrella 15

かじ か￢じ kaji housework 9ス

かぞく か￢ぞく kazoku family 4

カタカナ カタカ￢ナ katakana katakana (Japanese scripts) 1

かちます かちま￢す kachimasu to win 17ス

がつ／～がつ ――― ～gatsu month 10

かっこいい かっこい￢い kakkoii cool/good-looking 4

がっこう がっこう￣ gakkoo school 9

カップ カ￢ップ kappu cup 8

かぶき かぶき￣ kabuki Kabuki 12

かようび かよ￢うび kayoobi Tuesday 10

カラオケ カラオケ￣ karaoke karaoke 17

カレー カレー￣ karee curry 6

カレンダー カレ￢ンダー karendaa calendar 12

かわいい かわい￢い kawaii cute 4

かんこく か￢んこく Kankoku South Korea 3

かんこくご かんこくご￣ Kankokugo Korean language 3

かんこくじん かんこく￢じん Kankokujin Korean people 3

かんじ かんじ￣ kanji Kanji 1

きいろ きいろ￣ kiiro yellow 16

ききます ききま￢す kikimasu to listen 11

ギター ギ￢ター、ギター￣ gitaa guitar 11

きっさてん
きっさてん￣、
きっさ￢てん

kissaten coffee shop 14ス

きのう きの￢う、きのう￣ kinoo yesterday 10

きます きま￢す kimasu to come 10

きます きま￢す kimasu to put on/to wear 16

きもち きもち￣ kimochi feeling 11ス

きもの きもの￣ kimono kimono 12

きゅう きゅ￢う kyuu nine 11

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ gyuunyuu milk 5

きょう きょ￢う kyoo today 6

きょうし きょ￢うし kyooshi teacher 3

きょうしつ きょうしつ￣ kyooshitsu classroom 2

か

き
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ことば アクセント ローマ字 えいご か

きょうと きょ￢うと Kyooto Kyoto 18

きょねん きょ￢ねん kyonen last year 18

きれい（な） き￢れい kiree(na) tidy/clean/beautiful/pretty 4

ぎんこう ぎんこう￣ ginkoo bank 14

ぎんざ ぎんざ￣ Ginza Ginza 15

きんようび きんよ￢うび kin'yoobi Friday 10

く く￢ ku nine 9

くうこう くうこう￣ kuukoo airport 13

くうしゃ くうしゃ￣ kuusha vacant taxi 13

くだもの くだ￢もの kudamono fruit 5

くつ くつ￢ kutsu shoes 16

くつした くつ￢した kutsushita socks 16

くに くに￣、～くに￢ kuni country 2

くらい くらい￣、くら￢い kurai dark 7

ぐらい／～ぐらい ――― ～gurai about/approximately 13

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

kurashikku classical music 11

くるま くるま￣ kuruma car 18

グレー グレ￢ー guree grey 16

くろ く￢ろ kuro black 16

げつようび げつよ￢うび getsuyoobi Monday 10

ケルン ケ￢ルン Kerun Cologne 3ス

げんかん げ￢んかん genkan entrance 8

こ こ￣ ko child/kid 4ス

こ／～こ ～￢こ ～ko <counter for spherical or cube-shaped things> 15

ご ご￢ go five 4

ご／～ご ～ご￣ ～go language 1

こうえん こうえん￣ kooen park 7

こうちゃ こうちゃ￣ koocha English tea 5

こうむいん こうむ￢いん koomuin civil servant 3

コート コ￢ート kooto coat 16

コーヒー コーヒ￢ー koohii coffee 5

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ koohii-shoppu coffee shop 17

コーラ コ￢ーラ koora cola 6

ここ ここ￣ koko (this) here 8

ごご ご￢ご gogo p.m./afternoon 9

ごぜん ご￢ぜん gozen a.m./morning 9

こちら こちら￣ kochira this way/this place <polite equivalent of ここ> 8

ことし ことし￣ kotoshi this year 18

こども こども￣ kodomo child 4

この この￣ kono this ～ 4

ごはん ご￢はん gohan meal 5

コメディ コ￢メディ komedhi comedy 11

これ これ￣ kore this 8

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ～goro about 9

コンサート コ￢ンサート konsaato concert 10

こんしゅう こんしゅう￣ konshuu this week 10

コンピューター コンピュ￢ーター konpyuutaa computer 3ス

さい／～さい ～￢さい ～sai ～ years old 4

サイズ サ￢イズ saizu size 16

さかな さかな￣ sakana fish 5

サッカー サ￢ッカー sakkaa soccer/football 11

ざっし ざっし￣ zasshi magazine 1

さどう さ￢どう sadoo tea ceremony 11

さん さん￣ san three 1

さん／～さん ――― ～san Mr./Ms./Mrs./Miss 2

ざんねん（な） ざんね￢ん zannen(na) too bad/disappointing 12

さんぽ さんぽ￣ sanpo a walk/a stroll 11

じ／～じ ～￢じ ～ji o'clock 9し

く
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ジーンズ ジ￢ーンズ jiinzu jeans 16

ジェイポップ／Ｊポップ ジェイポ￢ップ jei-poppu Japanese pop music 12

しごと しごと￣ shigoto job/work 9

した した￣（～のした￢） shita under/below 8

しち しち￢ shichi seven 4

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

jitensha bicycle 13

しぶや しぶや￣ Shibuya Shibuya 15

します しま￢す shimasu to do 9

じゃあ じゃ￢あ jaa well/then 16

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

jaketto jacket 16

しゃしん しゃしん￣ shashin photograph 8

ジャズ ジャ￢ズ jazu jazz 11

シャツ シャ￢ツ shatsu shirt 16

ジャパン ジャパ￢ン Japan Japan 12

シャワー シャ￢ワー shawaa shower 9

シャンハイ シャ￢ンハイ shanhai Shanghai 3ス

じゅう じゅ￢う juu ten 9

ジュース ジュ￢ース juusu juice 5

じゅうどう じゅ￢うどう juudoo judo 11

じゅぎょう じゅ￢ぎょう jugyoo class/school lessons 2

しゅくじつ しゅくじつ￣ shukujitsu public holiday 14

しゅふ しゅ￢ふ shufu housewife/homemaker 3

しゅみ しゅ￢み shumi hobby/interest 11

しゅりけん しゅりけん￣ shuriken ninja star 15

しょうせつ しょうせつ￣ shoosetsu novel 11

ショー ショ￢ー shoo show 12

しょくじ しょくじ￣ shokuji meal 10

しろ し￢ろ shiro white 16

じん／～じん ～￢じん ～jin people from ～ (nationality) 3

じんじゃ じ￢んじゃ jinja shrine 14

しんじゅく しんじゅく￣ Shinjuku Shinjuku 18

しんぶん しんぶん￣ shinbun newspaper 1

すいようび すいよ￢うび suiyoobi Wednesday 10

すうじ すうじ￣ suuji numbers 1

スカート スカ￢ート sukaato skirt 16

スカイツリー スカイツリ￢ー Sukai-Tsurii Sky Tree (a landmark in Tokyo) 15ス

すき（な） すき￢ suki(na) like/favorite 5

すぐ す￢ぐ sugu soon/right away 14ス

すこし すこ￢し sukoshi a little/a few 2

すし す￢し、すし￢ sushi sushi 6

すてき（な） すてき￣ suteki(na) lovely 16ス

すばらしい すばらし￢い subarashii amazing/wonderful 17

スペイン スペ￢イン Supein Spain 2

スポーツ スポ￢ーツ supootsu sports 11

すみます すみま￢す sumimasu to live 4

すもう すもう￣ sumoo sumo 12

せいかつ せいかつ￣ seikatsu life 9

せまい せま￢い semai small/cramped 7

せん／ぜん せ￢ん／ぜ￢ん sen/zen thousand 16

せんしゅう せんしゅう￣ senshuu last week 10

せんせい せんせ￢い sensee teacher 2

ぜんぜん (～ない) ぜんぜん￣ zenzen (not) at all 11

せんそうじ せ￢んそうじ Sensooji Senso-ji temple 13

せんたく せんたく￣ sentaku washing clothes 17

そうじ そうじ￣ sooji cleaning 17

ソウル ソ￢ウル Sooru Seoul 4

そして そして￣ soshite and 14

す

せ

そ
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そと そ￢と soto out/outside/outdoors 11

そば そ￢ば soba soba noodles 6

ソファ ソ￢ファ sofa sofa 7

それ それ￣ sore that 11ス

それから それから￢ sorekara and then 18

タイ タ￢イ Tai Thailand 2

たいこ たいこ￣ taiko taiko drumming 12

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ daijoobu(na) okay/all right 10

だいすき（な） だ￢いすき daisuki(na) like very much 11ス

だいどころ だいどころ￣ daidokoro kitchen 8

たいへん（な） たいへん￣ taihen(na) terrible/tough 17

たかい たか￢い takai high 14

たかい たか￢い takai expensive 16

たくさん たくさん￣ takusan many/much 14ス

タクシー タ￢クシー takushii taxi 13

たな たな￣ tana shelf 8

たのしい たのし￢い tanoshii fun/enjoyable 17

たぶん た￢ぶん tabun perhaps/maybe 12

たべます たべま￢す tabemasu to eat 5

たべもの たべ￢もの tabemono food 5

たまご たま￢ご tamago egg 5

だめ（な） だめ￢ dame no good/not permitted/impossible 10

だれ だ￢れ dare who 4

タワー タ￢ワー tawaa tower 15ス

たんじょうび たんじょ￢うび tanjoobi birthday 10

ダンス ダ￢ンス dansu dance 11

ちいさい ちいさ￢い chiisai small 7

チーズバーガー チーズバ￢ーガー chiizu-baagaa cheese burger 6

ちかく ち￢かく、ちか￢く chikaku nearby 7

ちかてつ ちかてつ￣ chikatetsu metro/subway/underground 13

ちち ち￢ち、ちち￢ chichi father/(my) father 4

ちゃいろ ちゃいろ￣ chairo brown 16

ちゅうごく ちゅ￢うごく Chuugoku China 3ス

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ Chuugokugo Chinese language 3ス

ちょっと ちょ￢っと chotto a moment/a little/a little (difficult) 2

つかいます つかいま￢す tsukaimasu to use 15ス

つかれます つかれま￢す tsukaremasu to get tired/tiring 17

つぎ つぎ￢ tsugi next 18

つきます つきま￢す tsukimasu to arrive 13

つま つ￢ま tsuma wife/(my) wife 4

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ thii-shatsu T-shirt 15

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー dhiibuidhii DVD 11ス

ていきゅうび ていきゅ￢うび teekyuubi shop holiday/fixed holiday 14

テーブル テーブル￣ teeburu table 7

できます できま￢す dekimasu can do/to be able to do 3

テニス テ￢ニス tenisu tennis 10

デパート デパ￢ート depaato department store 7

でも で￢も demo but 18

テレビ テ￢レビ terebi television 7

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ densha train 13

てんぷら てんぷら￣ tenpura tempura 18

ドイツ ド￢イツ Doitsu Germany 3ス

ドイツご ドイツご￣ Doitsugo German language 3ス

トイレ ト￢イレ toire toilet 8

どう ど￢う doo how 17

とうきょう とうきょう￣ Tookyoo Tokyo 4

とうきょうタワー とうきょうタ￢ワー Tookyoo-Tawaa Tokyo Tower 13

どうぞ ど￢うぞ doozo Please./Here you are. 3

た

ち
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どうも ど￢うも doomo very much 6

どうやって ど￢うやって doo yatte how 13

とおい とおい￣、とお￢い tooi far 13

とおり とおり￢ toori street 14

ときどき ときどき￢ tokidoki sometimes 11

どくしょ ど￢くしょ dokusho reading 11

とけい とけい￣ tokee clock 8

どこ ど￢こ doko where 4

ところ ところ￢ tokoro place 7

どちら ど￢ちら dochira which (out of two) 13

となり となり￣ tonari next to/beside 14

とまります とまりま￢す tomarimasu to stay at (a hotel) 18

ともだち ともだち￣ tomodachi friend 4

どようび どよ￢うび doyoobi Saturday 10

とります とりま￢す torimasu to take (a photo) 11

どれ ど￢れ dore which one (of three or more) 15ス

どんな ど￢んな donna What kind of ～ 11

なか な￢か naka in/inside 8

ながい なが￢い nagai long 18

なな な￢な nana seven 4

なに／なん な￢に/な￢ん nani/nan what 5

なのか なのか￣ nanoka the seventh day of the month 12ス

なまえ なまえ￣ namae name 2

なんじ な￢んじ nan-ji what time 9

に に￢ ni two 1

にあいます にあいま￢す niaimasu to suit/to look good 16

にぎやか（な） にぎ￢やか nigiyaka(na) busy/lively 14

にく にく￢ niku meat 5

にじゅうよっか にじゅうよっか￣ nijyuuyokka the twenty-fourth day of the month 12ス

にち／～にち ――― ～nichi day 10

にちようび にちよ￢うび nichiyoobi Sunday 10

にっき にっき￣ nikki diary 9

にほん にほ￢ん Nihon Japan 12

にほんご にほんご￣ Nihongo Japanese language 1

にほんてき（な） にほんてき￣ nihonteki(na) Japanese 15

にもつ に￢もつ nimotsu baggage/luggage 13

にわ にわ￣ niwa garden 8

にん／～にん ――― ～nin <counter for counting people> 4

にんぎょう にんぎょう￣ ningyoo doll 8

にんじゃ に￢んじゃ ninja ninja 15ス

ねます ねま￢す nemasu to go to bed 9

ねむい ねむい￣、ねむ￢い nemui sleepy 9ス

ねん／～ねん ――― ～nen year 11

ねんじゅうむきゅう ね￢んじゅうむきゅう￣ nenjuu-mukyuu
Open throughout the year <used at a store and 
restaurant>

14

のみます のみま￢す nomimasu to drink 5

のみもの のみ￢もの nomimono drink 5

のります のりま￢す norimasu to get on/to ride 13

のりもの のりもの￣ norimono vehicle/mode of transport 13

はあ ――― haa well…/umm…/yeah… 5ス

バースデー
バ￢ースデー、バース
デー（パ￢ーティー）

baasudee birthday 10

パーティー パ￢ーティー paathii party 10

はい は￢い hai yes 1

はいく はいく￣ haiku haiku 11

バイク バ￢イク baiku motorbike/motorcycle 13

はいります はいりま￢す hairimasu to get into/to enter 9

はくぶつかん はくぶつ￢かん hakubutsukan museum 10

はこ はこ￣ hako box 8

は

の

な
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ね
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はし は￢し hashi chopsticks 15ス

はしおき はし￢おき、はしお￢き hashioki chopsticks holder 15

はじめます はじめま￢す hajimemasu to start/to begin 2

バス バ￢ス basu bus 13

はち はち￢ hachi eight 9

バッグ バ￢ッグ baggu bag 16

はなび は￢なび hanabi fireworks 12

はなびたいかい はなびた￢いかい hanabi-taikai fireworks display 12

はは は￢は haha mother/(my) mother 4

はは／ははは ――― haha/hahaha ha ha ha (laughter) 17ス

はやい はや￢い hayai fast/quick 6

はやい はや￢い hayai early 9

はらじゅく はらじゅく￣ Harajuku Harajuku 15

パリ パ￢リ Pari Paris 4ス

はん／～はん ～は￢ん ～han half past ～ (time) 9

パン パ￢ン pan bread 5

ハンカチ ハンカチ￣、ハンカ￢チ hankachi handkerchief 15

ばんごはん ばんご￢はん ban-gohan evening meal 9

パンツ パンツ￣、パ￢ンツ pantsu pants/trousers 16

ハンバーガー ハンバ￢ーガー hanbaagaa hamburger 6

ひ ひ￢、ひ￣ hi day 11

ピアノ ピアノ￣ piano piano 11

ビーチ ビ￢ーチ biichi beach 18ス

ビートルズ ビ￢ートルズ Biitoruzu The Beatles 17

ビール ビ￢ール biiru beer 15ス

ひこうき ひこ￢うき hikooki plane 18

ピザ ピ￢ザ piza piｚza 6

びじゅつかん びじゅつ￢かん bijutsukan art museum 10

ひだり ひだり￣ hidari left 14

ひと ひと￣、～ひと￢ hito person/man 4

ひとつ／１つ ひと￢つ hitotsu one <for things> 6

ひとり ひと￢り hitori one person 4

ひゃく／びゃく／ぴゃく
ひゃく￢/びゃく￢/
ぴゃく￢

hyaku/byaku/
pyaku

hundred 6

びょういん びょういん￣ byooin hospital 10

ひらがな ひらが￢な hiragana hiragana (Japanese scripts) 1

ひる ひる￢ hiru daytime/noon 9

ビル ビ￢ル biru building 14

ひるごはん ひるご￢はん hiru-gohan lunch 9

ひろい ひろ￢い hiroi large/spacious/big 7

ひろしま ひろしま￣ Hiroshima Hiroshima 18

ピンク ピ￢ンク pinku pink 16

ファッション ファ￢ッション fasshon fashion 12

ファンタジー ファ￢ンタジー fantajii fantasy fiction 11

フィリピン フィ￢リピン Firipin Philippines 2

ふう ――― fuu whew 15ス

ふうん／ふーん ――― fuun/fuun hmm/well 11ス

フェスティバル フェ￢スティバル fesuthibaru festival/celebration 12

ふたつ／２つ ふたつ￢ futatsu two <for things> 6

ふたり ふたり￢ futari two people 4

ふつか ふつか￣ futsuka (for) two days/the second day of the month 12ス

ふつかめ ふつかめ￢ futsukame the second day 18

ふね ふ￢ね fune ship 18

フライドポテト フライドポ￢テト furaido-poteto French fries/fried potatoes 6

フランス フランス￣ Furansu France 4ス

ふるい ふる￢い furui old 7

プレゼントします プレ￢ゼントします
purezentoshimas
u

to give a present 15ス

ブログ ブログ￣ burogu blog 9

ひ

ふ
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ふん／～ふん／ぷん ～￢ふん ～fun/pun minute 13

ぶんがく ぶ￢んがく bungaku literature 11

ペア ペ￢ア pea pair 2

へいじつ へいじつ￣ heejitsu weekday 14

へえ／へー ――― hee/hee aah…/Wow. 4ス

～ページ ――― ～peeji page 2

ベッド ベ￢ッド beddo bed 7

へや へや￢ heya room 7

べんきょうします べんきょうしま￢す benkyooshimasu to study 11

べんり（な） べ￢んり benri(na) convenient 13

ほか ほか￣ hoka other 16

ぼく ぼ￢く boku I <used by males to refer to oneself> 11ス

ほしい ほし￢い hoshii to want 15

ポストカード ポストカ￢ード posuto-kaado postcard 15ス

ほっかいどう ほっか￢いどう Hokkaidoo Hokkaido 4

ホット ホ￢ット hotto hot (coffee/tea) 6

ホットドッグ ホットド￢ッグ hottodoggu hot dog 6

ポップス ポ￢ップス poppusu pop music 11

ホテル ホ￢テル hoteru hotel 13

ホラー ホ￢ラー horaa horror 11

ほん ほ￢ん hon book 8

ほん／～ほん／ぼん／ぼん ――― ～hon/bon/pon <counter for thin and long things> 15

ほんとう ほんとう￣ hontoo really 17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ maamaa(na) so so 16

まい／～まい ――― ～mai <counter for flat things> 15

まいとし まいとし￣ maitoshi every year 17ス

まいにち ま￢いにち mainichi every day 9

まえ ま￢え mae front 14

また また￢ mata again 17

まだ ま￢だ mada not yet 2

まち まち￢ machi town 13

まっすぐ（な） まっす￢ぐ massugu(na) straight 14

まつり まつり￣ matsuri festival 12

まん ま￢ん man ten thousand 16

マンガ マンガ￣ manga manga/comic books/comic strips 11

マンション マ￢ンション manshon apartment house 7

みぎ みぎ￣ migi right 14

みず みず￣ mizu water 5

ミステリー ミ￢ステリー misuterii mystery 11

みせ みせ￢ mise store/shop/restaurant 6

みせます みせま￢す misemasu to show 11ス

みそしる みそし￢る misoshiru miso soup 5

みっかめ みっかめ￢ mikkame the third day 18

みっつ／３つ みっつ￢ mittsu three <for things> 6

みどり み￢どり midori green 16

みます みま￢す mimasu to see/to look at/to watch 11

みみ みみ￢ mimi ear 15ス

みみかき みみか￢き mimikaki earpick 15

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

muzukashii difficult 3ス

むっつ／６つ むっつ￢ muttsu six <for things> 7

むりょう むりょう￣ muryoo free of charge 12

めいし めいし￣ meeshi business card 3

メニュー メ￢ニュー menyuu menu 6

もう もう￣ moo more 2

もくようび もくよ￢うび mokuyoobi Thursday 10

もちろん もち￢ろん mochiron of course 12

もっと も￢っと motto more/-er 16

モノレール モノレ￢ール monoreeru monorail 18

へ
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やきゅう やきゅう￣ yakyuu baseball 11

やさい やさい￣ yasai vegetable 5

やすい やす￢い yasui inexpensive/cheap 6

やすみ やすみ￢ yasumi holiday 7

やすみます やすみま￢す yasumimasu to be absent/to take a day off 2

ゆうめい（な） ゆうめい￣ yuumee(na) famous 7

ゆき ゆき￢ yuki snow 18ス

ゆっくり ゆっく￢り yukkuri slowly 2

ゆっくりします ゆっく￢りします yukkurishimasu to relax 11

よく よ￢く yoku often 5

よく よ￢く yoku well 16

よこ よこ￣ yoko beside 8

よっかめ よっかめ￢ yokkame the fourth day 18

よっつ／４つ よっつ￢ yottsu four <for things> 7

よみます よみま￢す yomimasu to read 9

よる よ￢る yoru evening/night 9

よん よ￢ん yon four 4

ラーメン ラ￢ーメン raamen ramen noodles 6

らいげつ ら￢いげつ raigetsu next month 12ス

らいしゅう らいしゅう￣ raishuu next week 10

らいねん らいねん￣ rainen next year 17ス

らく（な） らく￢ raku(na) easy 13

リスト リ￢スト risuto list 15

りょうり りょ￢うり ryoori dish/cooking 6

レストラン レ￢ストラン resutoran restaurant 7

レッズ レ￢ッズ Rezzu The Reds (a soccer team) 17ス

れんあい れんあい￣ ren'ai romance/love 11

ローマじ ローマ￢じ、ローマじ￣ roomaji Roman Alphabet 1

ろく ろく￢ roku six 4

ロシア ロ￢シア Roshia Russia 2

ロック ロ￢ック rokku rock music 11

わあ ――― waa Wao 16

わかい わか￢い wakai young 4

わかります わかりま￢す wakarimasu to understand 14ス

わたし わたし￣ watashi I/me 3

わたしたち わたし￢たち watashitachi we/us 14

ワンピース ワンピ￢ース wanpiisu one-piece dress 16

わ
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