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『まるごと　日本のことばと文化』入門（A1）＜りかい＞

ごいインデックス　單字索引 （掲載順　排列順序）

漢字 ： （　　）＝この本ではかな書き  漢字：（    ）﹦本書中以假名標示 ス ： スクリプトだけ　僅出現在文字稿中

か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

あさ あ￢さ asa 早上／早晨

いいえ いいえ￢ iie 不／不客氣／不用在意

いえ いえ￢ ie 家／房子

いす いす￣ isu 椅子

いぬ いぬ￢ inu 狗

うみ う￢み umi 大海／海洋

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ocha(cha) 茶／日本茶

かぞく か￢ぞく kazoku 家人

ご／～ご ～ご￣ ～go 〜語

さかな／魚 さかな￣ sakana 魚

ざっし ざっし￣ zasshi 雜誌

そら そ￢ら sora 天空

卵 たま￢ご tamago 蛋

つくえ つくえ￣ tsukue 桌子

てんぷら てんぷら￣ tenpura 天婦羅

とうきょう／東京 とうきょう￣ Tookyoo 東京

とけい とけい￣ tokee 時鐘

にほんご にほんご￣ Nihongo 日語

ねこ ね￢こ neko 貓

はい は￢い hai 是／對

ひらがな ひらが￢な hiragana 平假名

ひる ひる￢ hiru 中午／白天

ふじさん ふ￢じさん Fujisan 富士山

ほん ほ￢ん hon 書

やさい やさい￣ yasai 蔬菜

やま やま￢ yama 山

よる よ￢る yoru 晚上／夜晚

れい れ￢い ree 例子

アメリカ アメリカ￣ Amerika 美國

イギリス イギリス￣ Igirisu 英國

イタリア イタリア￣ Itaria 義大利

インド イ￢ンド Indo 印度

インドネシア インドネ￢シア Indoneshia 印度尼西亞

エアコン エアコン￣ eakon 冷氣機

エジプト エジプト￣ Ejiputo 埃及

オーストラリア オーストラ￢リア Oosutoraria 澳洲

カタカナ カタカ￢ナ katakana 片假名

カナダ カ￢ナダ Kanada 加拿大

カメラ カ￢メラ kamera 相機

カラオケ カラオケ￣ karaoke 卡拉OK

クアラルンプール クアラルンプ￢ール Kuararunpuuru 吉隆坡

くに くに￣、～くに￢ kuni 國家

コーヒー コーヒ￢ー koohii 咖啡

シャツ シャ￢ツ shatsu 襯衫

シャワー シャ￢ワー shawaa 淋浴

ジュース ジュ￢ース juusu 果汁

スペイン スペ￢イン Supein 西班牙

ソファ ソ￢ファ sofa 沙發

タイ タ￢イ Tai 泰國

タクシー タ￢クシー takushii 計程車

テーブル テーブル￣ teeburu 桌子

テレビ テ￢レビ terebi 電視

ドイツ ド￢イツ Doitsu 德國

トイレ ト￢イレ toire 廁所
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か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

なまえ なまえ￣ namae 名字

にほん／にっぽん／日本 にほ￢ん／にっ￢ぽん Nihon/Nippon 日本

パーティー パ￢ーティー paathii 派對

パリ パ￢リ Pari 巴黎

パン パ￢ン pan 麵包

ハンガリー ハ￢ンガリー Hangarii 匈牙利

ピアノ ピアノ￣ piano 鋼琴

フィリピン フィ￢リピン Firipin 菲律賓

ブラジル ブラジル￣ Burajiru 巴西

フランス フランス￣ Furansu 法國

ベッド ベ￢ッド beddo 床

ベトナム ベトナム￣ Betonamu 越南

ホテル ホ￢テル hoteru 飯店／旅館

まち まち￢ machi 城鎮

マレーシア マレ￢ーシア Mareeshia 馬來西亞

マンガ マンガ￣ manga 漫畫

メキシコ メキシコ￣ Mekishiko 墨西哥

レストラン レ￢ストラン resutoran 餐廳

ロシア ロ￢シア Roshia 俄羅斯

あの／あのう ――― ano/anoo 請問／那個……

アラビアご アラビアご￣ Arabiago 阿拉伯語

えいご えいご￣ eego 英語

エンジニア エンジ￢ニア enjinia 工程師

おくに（くに） おくに￣ okuni(kuni) 國家

おしごと（しごと） おし￢ごと oshigoto(shigoto) 工作

かいしゃいん かいしゃ￢いん kaishain 員工

がくせい がくせい￣ gakusee 學生

かんこく か￢んこく Kankoku 韓國

かんこくご かんこくご￣ Kankokugo 韓語

きょうし きょ￢うし kyooshi 老師／教師

こうむいん こうむ￢いん koomuin 公務員

ことば ことば￢ kotoba 語言

さん／～さん ――― ～san 先生／小姐／女士／太太

じこしょうかい じこしょ￢うかい jiko-shookai 自我介紹

しゅふ しゅ￢ふ shufu 家庭主婦

じん／～じん ～￢じん ～jin 〜人（國籍）

すごい すご￢い sugoi 了不起的／厲害的

すこし すこ￢し sukoshi 一些／一點

せんせい せんせ￢い sensee 老師

ちゅうごく ちゅ￢うごく Chuugoku 中國

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ Chuugokugo 中文

ちゅうごくじん ちゅうごく￢じん Chuugokujin 中國人

できます できま￢す dekimasu 能〜／會〜

ドイツご ドイツご￣ Doitsugo 德語

なに／なん な￢に/な￢ん nani 什麼

なにご なにご￣ nanigo 什麼語

にほんじん にほんじ￢ん Nihonjin 日本人

ふたり ふたり￢ futari 兩個人

フランスご フランスご￣ Furansugo 法語

フランスじん フランス￢じん Furansujin 法國人

マレーシアじん マレーシア￢じん Mareeshiajin 馬來西亞人

わたし わたし￣ watashi 我

あに あ￢に ani （自己的）哥哥

あね あね￣ ane （自己的）姊姊

います いま￢す imasu 在（場）

いもうと いもうと￢ imooto （自己的）妹妹

いもうとさん いもうとさん￣ imootosan （他人的）妹妹

おおさか おおさか￣ Oosaka 大阪

おかあさん おか￢あさん okaasan （他人的）媽媽

おきなわ おきなわ￣ Okinawa 沖繩
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か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

おくさん お￢くさん okusan （他人的）妻子

おこさん おこさん￣ okosan （他人的）孩子

おっと おっと￣ otto （自己的）丈夫

おとうさん おと￢うさん otoosan （他人的）爸爸

おとうと おとうと￢ otooto （自己的）弟弟

おとうとさん おとうとさん￣ otootosan （他人的）弟弟

おとこのこ おとこ￢のこ otoko-no-ko 男孩子

おとこのひと おとこのひと￢ otoko-no-hito 男人／男性

おにいさん おに￢いさん oniisan （他人的）哥哥

おねえさん おね￢えさん oneesan （他人的）姊姊

おんなのこ おんな￢のこ onna-no-ko 女孩子

おんなのひと おんなのひと￢ onna-no-hito 女人／女性

かわいい かわい￢い kawaii 可愛的

ご／五 ご￢ go 五

ごしゅじん ごしゅ￢じん goshujin （他人的）丈夫

こども こども￣ kodomo 孩子

この この￣ kono 這個～（靠近自己的事物）

さい／～さい ～￢さい ～sai 〜歲

さん／三 さん￣ san 三

だれ だ￢れ dare 誰

ちち ち￢ち、ちち￢ chichi （自己的）爸爸

つま つ￢ま tsuma （自己的）妻子

どこ ど￢こ doko 何處／哪裡

なんさい な￢んさい nan-sai 幾歲

なんにん な￢んにん nan-nin 幾個人

にん／～にん ――― ～nin 〜人（人數）

はは は￢は haha （自己的）媽媽

ひとり ひと￢り hitori 一個人

ひろしま ひろしま￣ Hiroshima 廣島

ふーん ――― fuun 是哦～／嗯嗯～ ス

ほっかいどう ほっか￢いどう Hokkaidoo 北海道

よん／四 よ￢ん yon 四

ろく／六 ろく￢ roku 六

わかい わか￢い wakai 年輕的 ス

わたしたち わたし￢たち watashitachi 我們

あさごはん あさご￢はん asa-gohan 早餐

あまり あまり￣ amari 不太／不怎麼

いつも い￢つも itsumo 總是／經常

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ gyuunyuu 牛奶

くだもの くだ￢もの kudamono 水果

こうちゃ こうちゃ￣ koocha 紅茶

ごはん ご￢はん gohan 白飯／～飯（三餐）

すき（な） すき￢ suki(na) 喜歡的

たべます／食べます たべま￢す tabemasu 吃

たべもの／（食べもの） たべ￢もの tabemono 食物

にく／肉 にく￢ niku 肉

のみます／飲みます のみま￢す nomimasu 喝

のみもの（飲みもの） のみ￢もの nomimono 飲料

ビール ビ￢ール biiru 啤酒

みず／水 みず￣ mizu 水

みそしる みそし￢る misoshiru 味噌湯

よく よ￢く yoku 經常

ワイン ワ￢イン wain 葡萄酒

あります ありま￢す arimasu 有

いきます／行きます いきま￢す ikimasu 去／前往

うどん うどん￣ udon 烏龍麵

おいしい おいしい￣、おいし￢い oishii 好吃的／美味的

おかね（かね）／お金（金） おかね￣ okane(kane) 錢

おすし（すし） おす￢し osushi 壽司

おそい おそい￣、おそ￢い osoi 慢的／晚的

5

6

4

3/10 ©2017 The Japan Foundation



 2022/03/15

か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

おそば（そば） おそ￢ば osoba(soba) 蕎麥麵

カレー カレー￣ karee 咖哩

きょう きょ￢う kyoo 今天

きらい（な） きらい￣ kirai(na) 不喜歡的／討厭的

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ koohii-shoppu 咖啡店

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandoitchi 三明治

じかん じかん￣ jikan 時間

じゃあ じゃ￢あ jaa 那麼

すし す￢し、すし￢ sushi 壽司

そば そ￢ば soba 蕎麥麵

たかい たか￢い takai 貴的

バナナ バ￢ナナ banana 香蕉

はやい はや￢い hayai 快的

ハンバーガー ハンバ￢ーガー hanbaagaa 漢堡

ピザ ピ￢ザ piza 披薩

ひるごはん ひるご￢はん hiru-gohan 午餐

まずい まず￢い mazui 糟糕／難吃的

やさん／～や（さん） ――― ～ya(san) 〜店

やすい やす￢い yasui 便宜的

ラーメン ラ￢ーメン raamen 拉麵

りょうり りょ￢うり ryoori 料理

あかるい
あかるい￣、
あかる￢い

akarui 明亮的

あたらしい／新しい あたらし￢い atarashii 新的

アパート アパ￢ート apaato 公寓

いくつ い￢くつ ikutsu 幾個／多少

いち／一 いち￢ ichi 一

いっこだて いっこだて￣ ikkodate 獨棟住宅／透天厝

おおきい／大きい おおき￢い ookii 大的

おとこ おとこ￢ otoko 男人／男性 ス

おんな おんな￢ onna 女人／女性 ス

きょうと きょ￢うと Kyooto 京都

くらい くらい￣、くら￢い kurai 昏暗的／陰沉的

こうえん こうえん￣ kooen 公園

せまい せま￢い semai 狹窄的

ゼロ ゼ￢ロ zero 零

ちいさい／小さい ちいさ￢い chiisai 小的

ちかく ち￢かく、ちか￢く chikaku 附近

デパート デパ￢ート depaato 百貨公司

でも で￢も demo 但是

ともだち ともだち￣ tomodachi 朋友

に／二 に￢ ni 二

ひとつ(１つ／一つ) ひと￢つ hitotsu 一（數量）

ひろい ひろ￢い hiroi 寬敞的

ふたつ(２つ／二つ) ふたつ￢ futatsu 二（數量）

ふるい／古い ふる￢い furui 老的／舊的

ペット ペ￢ット petto 寵物

へや へや￢ heya 房間

マンション マ￢ンション manshon 華廈

みっつ(３つ／三つ） みっつ￢ mittsu 三（數量）

やすみ(休み） やすみ￢ yasumi 放假日

あ ――― a 啊

いい い￢い ii 好的／不錯的

うえ うえ￣、うえ￢ ue 上／上面

ええと／ええっと ――― eeto/eetto 呃……／嗯……

おふろ（ふろ） おふ￢ろ ofuro(furo) 浴室／浴缸

カップ カ￢ップ kappu 杯子

きれい（な） き￢れい kiree(na) 漂亮的／美麗的

げんかん げ￢んかん genkan 玄關／門口

こちら こちら￣ kochira 此處／這裡（靠近自己的事物）
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か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

これ これ￣ kore 這個（靠近自己的事物）

した した￣（～のした￢） shita 下／下面

しゃしん しゃしん￣ shashin 照片

だいどころ だいどころ￣ daidokoro 廚房

たな たな￣ tana 架子／櫃子

どうぞ ど￢うぞ doozo 請

どうも ど￢うも doomo 謝謝

なか な￢か naka 之中／裡面

にわ にわ￣ niwa 庭園／花園

にんぎょう にんぎょう￣ ningyoo 玩偶／洋娃娃

はこ はこ￣ hako 盒子／箱子

よこ よこ￣ yoko 旁邊

あびます あびま￢す abimasu 淋（浴）

いそがしい いそがし￢い isogashii 忙碌的

いちにち（一日）
いちにち￢、
いちにち￣

ichinichi 一（整）天

いつ い￢つ itsu 什麼時候／何時

いま い￢ま ima 現在

うち うち￣ uchi 家／房子

うんどう うんどう￣ undoo 運動

ええ ――― ee 是

おきます おきま￢す okimasu 起床

おんがく お￢んがく ongaku 音樂

かいしゃ かいしゃ￣ kaisha 公司

かえります かえりま￢す kaerimasu 回家

かきます／書きます かきま￢す kakimasu 寫

かじ か￢じ kaji 家事

がっこう がっこう￣ gakkoo 學校

ききます／聞きます ききま￢す kikimasu 聽

く／九 く￢ ku 九

ごご ご￢ご gogo 下午

ごぜん ご￢ぜん gozen 上午

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ～goro ～左右

さんぽ さんぽ￣ sanpo 散步

じ／～時 ～￢じ ～ji 〜點

しごと しごと￣ shigoto 工作

しち／七 しち￢ shichi 七

します しま￢す shimasu 做

じゅう／十 じゅ￢う juu 十

しんぶん(新聞） しんぶん￣ shinbun 報紙

スポーツジム スポーツジ￢ム supootsu-jimu 健身房 ス

せいかつ せいかつ￣ seekatsu 生活

なんじ な￢んじ nan-ji 幾點

にっき にっき￣ nikki 日記

ニュージーランド ニュージーラ￢ンド Nyuujiirando 紐西蘭

ニューヨーク ニューヨ￢ーク Nyuuyooku 紐約 ス

ねます ねま￢す nemasu 睡覺

はあ ――― haa 這樣啊……／是哦…… ス

はいります はいりま￢す hairimasu 進入／進去

はち／八 はち￢ hachi 八

はやい はや￢い hayai 早的

はん／～半 ～は￢ん ～han 〜點半

ばんごはん ばんご￢はん ban-gohan 晚餐

ふん／ぷん／～分 ～￢ふん ～fun/pun 〜分鐘

べんきょうします べんきょうしま￢す benkyooshimasu 學習／讀書

まいにち ま￢いにち mainichi 每天

まず ま￢ず mazu 首先 ス

みます／見ます みま￢す mimasu 看

よみます／読みます よみま￢す yomimasu 讀／唸

あした あした￢ ashita 明天10
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か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

インターネット インターネ￢ット intaanetto 網際網路

かいもの／買いもの かいもの￣ kaimono 購物

がつ／～月 ――― ～gatsu 〜月

かようび／火よう日 かよ￢うび kayoobi 星期二

きのう きの￢う、きのう￣ kinoo 昨天

きます／来ます きま￢す kimasu 來

きもち きもち￣ kimochi 心情／感覺 ス

きんようび／金よう日 きんよ￢うび kin'yoobi 星期五

ぐらい／～ぐらい ――― ～gurai 大約／左右

げつようび／月よう日 げつよ￢うび getsuyoobi 星期一

コース コ￢ース koosu 課程／套餐／路線 ス

コンサート コ￢ンサート konsaato 演唱會／音樂會

こんしゅう こんしゅう￣ konshuu 這週／這星期

ざんぎょう ざんぎょう￣ zangyoo 加班

ざんぎょうします ざんぎょうしま￢す zangyooshimasu 加班

じかん／～じかん ～じ￢かん ～jikan 〜小時

しょくじ しょくじ￣ shokuji 飲食／餐點

すいようび／水よう日 すいよ￢うび suiyoobi 星期三

せんしゅう せんしゅう￣ senshuu 上週／上星期

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ daijoobu(na) 沒問題／不要緊

だめ（な） だめ￢ dame(na) 沒用的／不行的

テニス テ￢ニス tenisu 網球

どう ど￢う doo 如何

ときどき ときどき￢ tokidoki 有時候

どようび／土よう日 どよ￢うび doyoobi 星期六

なんじかん なんじ￢かん nan-jikan 幾小時

にちようび／日よう日 にちよ￢うび nichiyoobi 星期日

びじゅつかん びじゅつ￢かん bijutsukan 美術館

びょういん びょういん￣ byooin 醫院

もくようび／木よう日 もくよ￢うび mokuyoobi 星期四

ヨガ ヨ￢ガ yoga 瑜珈 ス

よてい よてい￣ yotee 計畫／預定行程

らいしゅう らいしゅう￣ raishuu 下週／下星期

アクション ア￢クション akushon 行動／動作

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ anime 動畫

いいます／言います いいま￢す iimasu 說／告訴

イーメール／Eメール イーメ￢ール ii-meeru 電子郵件

え え￢ e 畫

えいが えいが￣、え￢いが eega 電影

えき え￢き eki 車站

エスエフ／SF エスエフ￣ esuefu 科幻

おてら（てら） おてら￣ otera(tera) 寺院

がいこくご がいこくご￣ gaikokugo 外語

かきます かきま￢す kakimasu 畫

ギター ギ￢ター、ギター￣ gitaa 吉他

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

kurashikku 古典音樂

コメディ コ￢メディ komedhi 喜劇

コンピューターゲーム コンピューターゲ￢ーム konpyuutaa geemu 電腦遊戲 ス

サッカー サ￢ッカー sakkaa 足球

ジャズ ジャ￢ズ jazu 爵士樂

じゅうどう じゅ￢うどう juudoo 柔道

しゅみ しゅ￢み shumi 興趣

しょうせつ しょうせつ￣ shoosetsu 小說

スペインご スペインご￣ Supeingo 西班牙語

スポーツ スポ￢ーツ supootsu 運動

すもう すもう￣ sumoo 相撲

ぜんぜん ぜんぜん￣ zenzen 完全不／一點也不

だいすき（な） だ￢いすき daisuki(na) 最喜歡

ダンス ダ￢ンス dansu 舞蹈
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どくしょ(読書） ど￢くしょ dokusho 閱讀

とります とりま￢す torimasu 拍（照）

どんな ど￢んな donna 什麼樣的

なります なりま￢す narimasu 變成／成為

はなします／話します はなしま￢す hanashimasu 說

ひ／（日） ひ￢／ひ￣ hi 日

フラメンコ フラメ￢ンコ furamenko 佛朗明哥舞 ス

ポップス ポ￢ップス poppusu 流行音樂

ホラー ホ￢ラー horaa 恐怖片

やきゅう やきゅう￣ yakyuu 棒球

ゆっくりします ゆっく￢りします yukkurishimasu 放輕鬆

れんあい れんあい￣ ren'ai 戀愛

ロック ロ￢ック rokku 搖滾樂

いつか(五日） いつか￣ itsuka 5日（日期）

いっしょに いっしょに￣ issho ni 一起

イベント イベント￣ ibento 活動

いろいろ（な） いろいろ￣ iroiro(na) 各式各樣的

かいます／買います かいま￢す kaimasu 買

カレンダー カレ￢ンダー karendaa 日曆

きゅう／九 きゅ￢う kyuu 九

きょねん きょ￢ねん kyonen 去年

ゴールデンウィーク ゴールデンウィ￢ーク Gooruden-Wiiku 黃金週

こくさい こくさい￣ kokusai 國際

ことし ことし￣ kotoshi 今年

こんげつ こんげつ￣ kongetsu 這個月

コンテスト コ￢ンテスト kontesuto 競賽

し／四 し￢ shi 四

しあい しあい￣ shiai 比賽（運動）

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ jei-poppu 日本流行音樂

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

sukejuuru 行程

せんげつ せ￢んげつ sengetsu 上個月

たいこ たいこ￣ taiko 太鼓

たぶん た￢ぶん tabun 大概／也許

チケット チ￢ケット、チケ￢ット chiketto 車票／門票

ちょっと ちょ￢っと chotto 有點／一些

ついたち(一日） ついたち￢ tsuitachi 1日（日期）

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

とおか(十日） とおか￣ tooka 10日（日期）

なな／七 な￢な nana 七

なのか(七日） なのか￣ nanoka 7日（日期）

にち／～日 ――― ～nichi 〜日

ねん／～年 ――― ～nen 〜年

パーク パ￢ーク paaku 公園

はつか(二十日） はつか￣ hatsuka 20日（日期）

ふつか(二日) ふつか￣ futsuka 2日（日期）／兩天（天數）

へえ ――― hee 哦？（疑問）／噢！（驚訝）

ホール ホ￢ール hooru 大廳

ポスター ポ￢スター posutaa 海報

ぼんさい ぼんさい￣ bonsai 盆栽

まつり まつり￣ matsuri 祭典

みっか(三日） みっか￣ mikka 3日（日期）／三天（天數）

みんな みんな￢ minna 大家

むいか(六日） むいか￣ muika 6日（日期）

ようか(八日） ようか￣ yooka 8日（日期）

よっか(四日） よっか￣ yokka 4日（日期）

らいげつ(来月） ら￢いげつ raigetsu 下個月

らいねん(来年） らいねん￣ rainen 明年

あいます／会います あいま￢す aimasu 見／見面

いくら い￢くら ikura 多少錢
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うんてんしゅ うんて￢んしゅ untenshu 司機

えん／～えん／～円 ――― ～en 日圓

おります おりま￢す orimasu 下（車、飛機等）

きた／北 きた￣ kita 北／北方

きたぐち／北口 きたぐち￣ kita-guchi 北出口

きゃく きゃく￣ kyaku 顧客／客人

くうこう くうこう￣ kuukoo 機場

ぐち／～ぐち／～口 ――― ～guchi 〜出口

くるま くるま￣ kuruma 車子

ここ ここ￣ koko 此處／這裡（靠近自己的事物）

さあ ――― saa 來吧（表示催促）／這個……（表示不確定） ス

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

jitensha 腳踏車／自行車

せん／ぜん／千 せ￢ん／ぜ￢ん sen/zen 千

そして そして￣ soshite 然後／而且

ちかい ちか￢い chikai 近的

ちかてつ ちかてつ￣ chikatetsu 地下鐵

つかれます つかれま￢す tsukaremasu 累／疲倦

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ densha 電車

どうやって ど￢うやって doo yatte 如何

とおい とおい￣、とお￢い tooi 遠的

にし／西 にし￣ nishi 西／西方

にしぐち／西口 にしぐち￣ nishi-guchi 西出口

にもつ に￢もつ nimotsu 行李

のりば のりば￣ noriba 乘車處

のります のりま￢す norimasu 乘坐／搭／騎

バイク バ￢イク baiku 機車／摩托車

はじめて はじ￢めて hajimete 第一次／初次

バス バ￢ス basu 巴士／公車

バスてい バスてい￣ basu-tee 巴士站／公車站

ひがし／東 ひがし￣ higashi 東／東方

ひがしぐち／東口 ひがしぐち￣ higashi-guchi 東出口

ひこうき ひこ￢うき hikooki 飛機

ひと ひと￣、～ひと￢ hito 人

ひゃく／びゃく／ぴゃく／百
ひゃく￢／びゃく￢／
ぴゃく￢

hyaku/byaku/pyak
u

百

ふべん（な） ふ￢べん ｆuben(na) 不方便的

べんり（な） べ￢んり benri(na) 方便的／便利的

みなみ／南 みなみ￣ minami 南／南方

みなみぐち／南口 みなみぐち￣ minami-guchi 南出口

メール メール￣ meeru 電子郵件

らく（な） らく￢ raku(na) 輕鬆的／容易的

うしろ うしろ￣ ushiro 後面／背後

きっさてん
きっさてん￣、
きっさ￢てん

kissaten 咖啡館

ぎんこう ぎんこう￣ ginkoo 銀行

さいたま さ￢いたま Saitama 埼玉

しずか（な） し￢ずか shizuka(na) 安靜的

じんじゃ じ￢んじゃ jinja 神社

たかい たか￢い takai 高的

とおり とおり￢ toori 大道、路、街道

となり となり￣ tonari 隔壁／旁邊

にぎやか（な） にぎ￢やか nigiyaka(na) 熱鬧的／繁華的

はくぶつかん はくぶつ￢かん hakubutsukan 博物館

ひくい ひく￢い hikui 低的／矮的

ビル ビ￢ル biru 大樓／大廈

まえ ま￢え mae 前面

みせ みせ￢ mise 商店

ゆうめい（な） ゆうめい￣ yuumee(na) 有名的

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

akusesarii 飾品
15
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あげます あげま￢す agemasu 給／送

え ――― e 咦？／什麼？

えはがき えは￢がき ehagaki 明信片

おしゃれ（な） おしゃ￢れ oshare(na) 時髦的

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ omiyage(miyage) 紀念品／伴手禮

かさ か￢さ kasa 雨傘

かっこいい かっこい￢い kakkoii 帥的／酷的

くつ くつ￢ kutsu 鞋子

こ／～こ ～￢こ ～ko 〜個

さいふ さいふ￣ saifu 錢包

さつ／～さつ ――― ～satsu 〜本（書本）

たくさん たくさん￣ takusan 許多

たんじょうび／(たんじょう日) たんじょ￢うび tanjoobi 生日

チョコレート チョコレ￢ート chokoreeto 巧克力 ス

ティーカップ ティーカ￢ップ thiikappu 茶杯

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ thii-shatsu T恤

でんしじしょ でんしじ￢しょ denshi-jisho 電子字典

ノート ノ￢ート nooto 筆記本

バースデー
バ￢ースデー、バース
デー（パ￢ーティー）

baasudee 生日

バッグ バ￢ッグ baggu 包包

はな はな￢ hana 花朵

ハンカチ ハンカチ￣、ハンカ￢チ hankachi 手帕

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ bideo-kamera 攝影機

ふく ふく￢ fuku 衣服

プレゼント プレ￢ゼント purezento 禮物

ぼうし ぼうし￣ booshi 帽子

ほしい ほし￢い hoshii 想要／希望

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― ～hon/pon/bon 根／支／條

～まい ――― ～mai 〜張

マウス マ￢ウス mausu 滑鼠

もらいます もらいま￢す moraimasu 收到／得到

ああ ――― aa 啊

あお あ￢お ao 藍色

あか あ￢か aka 紅色

あそこ あそこ￣ asoko 那邊（遠離彼此的事物）

あの あの￣ ano 那個〜（遠離彼此的事物）

あれ あれ￣ are 那個（遠離彼此的事物）

いろ いろ￢ iro 顏色

オレンジ オレ￢ンジ orenji 橘色

きいろ きいろ￣ kiiro 黃色

きます きま￢す kimasu 穿／穿上

くつした くつ￢した kutsushita 襪子

グレー グレ￢ー guree 灰色

くろ く￢ろ kuro 黑色

コート コ￢ート kooto 大衣

ジーンズ ジ￢ーンズ jiinzu 牛仔褲

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

jaketto 外套／夾克

しろ し￢ろ shiro 白色

スーツ ス￢ーツ suutsu 西裝

スカート スカ￢ート sukaato 裙子

スカーフ スカ￢ーフ sukaafu 絲巾

すてき（な） すてき￣ suteki(na) 漂亮的／絕佳的 ス

そこ そこ￣ soko 那邊／那裡（靠近對方的地方）

その その￣ sono 那個〜（靠近對方的事物）

それ それ￣ sore 那個（靠近對方的事物）

ちゃいろ ちゃいろ￣ chairo 棕色

てんいん てんいん￣ ten'in 店員

どれ ど￢れ dore 哪個

15

16

9/10 ©2017 The Japan Foundation



 2022/03/15

か ことば アクセント ローマ字 はんたいじ スクリプト

にあいます にあいま￢す niaimasu 適合

ネクタイ ネ￢クタイ nekutai 領帶

はきます はきま￢す hakimasu 穿（下半身衣服、鞋子）

パンツ パンツ￣、パ￢ンツ pantsu 褲子

ピンク ピ￢ンク pinku 粉紅色

ほか ほか￣ hoka 其他

まん／万 ま￢ん man 萬

みどり み￢どり midori 綠色

よく よ￢く yoku 很／充分地

ワンピース ワンピ￢ース wanpiisu 連身洋裝

あそびます あそびま￢す asobimasu 玩

いちばん いちばん￣ ichiban 最好的／最／第一(名)

うーん ――― uun 嗯…… ス

うれしい うれし￢い ureshii 開心的／高興的／喜悅的

おもしろい おもしろ￢い omoshiroi 有趣的

ショッピングセンター ショッピングセ￢ンター shoppingu-sentaa 購物中心

そうじ そうじ￣ sooji 掃除／打掃

たいへん（な） たいへん￣ taihen(na) 辛苦的／嚴重的

たのしい たのし￢い tanoshii 快樂的／愉快的

どこにも どこにも￣ doko ni　mo 隨處／四處

とても とても￢ totemo 非常／很

なにも なにも￣ nani mo 什麼都

バーベキュー バーベ￢キュー baabekyuu 烤肉

はなし(話） はなし￢ hanashi 故事／話題

はなび は￢なび hanabi 煙火

はなびたいかい はなびた￢いかい hanabi-taikai 煙火大會

まご まご￢ mago 孫子

もう も￢う moo 已經 ス

アイスクリーム アイスクリ￢ーム aisukuriimu 霜淇淋

あさくさ あさくさ￣ Asakusa 淺草

かぶき かぶき￣ kabuki 歌舞伎

きもの きもの￣ kimono 和服

げんばくドーム げんばくド￢ーム Genbaku-Doomu 原爆圓頂館

しつもん しつもん￣ shitsumon 問題

しぶや しぶや￣ Shibuya 澀谷

しんかんせん しんか￢んせん shinkansen 新幹線（高鐵）

それから それから￣ sorekara 然後

つぎ つぎ￢ tｓugi 下一個／下次

とうきょうタワー／東京タワー とうきょうタ￢ワー Tookyoo-Tawaa 東京鐵塔

ながさき なが￢さき Nagasaki 長崎

やすみます／休みます やすみま￢す yasumimasu 休息／請假

よこはま よこはま￣ Yokohama 橫濱

りょこう りょこう￣ ryokoo 旅行
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