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GCSE Grammar List
Copula 
Polite form Plain form 
□です 
□ではありません 
□じゃありません 
□でした 
□ではありませんでした 
□じゃありませんでした 

□だ 
□ではない 
□じゃない 
□だった 
□ではなかった 
□じゃなかった 

 
Linking form 
□で (父はアメリカ人で、55 才です。) 
 
Questions 
□Use of か to form a question 
Questions words  
□何 □いつ □どこ □だれ □どう □ど

うして 
□どれ □どの □どちら □どんな □どな

た □どうやって □どのくらい（どのぐらい）  
□いかが □いくつ □いくら 
□何＋counter (何週間、何人) 
□Or questions (バスで行きますか、タクシーで

行きますか。) 
□Question word plus も plus negative (何も食

べませんでした) 
□Question word plus も for ‘everyone’ etc (どれ

もおいしいです) 
□Question word plus か for ‘something’ etc (何
か飲みませんか) 

□Question word plus でも for ‘anything’ etc (ど
こでも行きます。) 

 
Numbers and counting 
□Numbers 1 – 100,000,000 百、千、万、おく 
□つ series 
□Counters: まい、本、さつ、ひき、だい、人、

番、才、目、円、かい、はい (cups of drinks) 
 
Personal pronouns  
□私、あなた、かれ、かのじょ、かれら 
 
Verbs 
Polite form 
□ます 
□ません 
□ました 
□ませんでした 
□te forms 
Plain form 
□食べる・書く 
□食べない・書かない (ない form) 
□食べた・書いた 
□食べなかった・書かなかった (ない form, past) 
Endings derived from ます form 
□ましょう (か) 
□＋たいです (たくないです、たくありません、

たかったです、たくなかったです) 

□＋はじめます、つづけます、おわります 
□＋に for purpose, 映画を見に行きます。 
□＋ながら 
Endings with て form 
□てください  
□てもいいです 
□てはいけません 
□＋て、て、て link (朝おきて、朝ご飯を食べて、

学校へ行きます) 
□てから (勉強してから、テレビを見ます。) 
□ています for present progressive (テレビを見

ています) 
□ています for present state (銀行につとめてい

ます) 
Endings with ない form 
□ないでください (この部屋に入らないでくだ

さい) 
Endings derived from た form 
□たり、たりします (買い物をしたり、映画を見

たりします) 
□た後で、 (勉強した後で、あそびに行きます) 
□たことがあります (日本へ行ったことがあり

ます) 
Endings with dictionary form 
□前に、(ご飯を食べる前に、手を洗います) 
□つもり (大学で日本語を勉強するつもりです) 
□よてい (来年日本に行くよていです) 
□ことができます(私は泳ぐことができます) 
□ことが好きです (料理をすることが好きです) 
 
Specific verbs 
Verbs of existence 
□あります and います 
□With location (新聞はつくえの上にあります) 
□With です replacing the verb (新聞はつくえの

上です) 
□With quantity (部屋に子供が三人います) 
Verbs of giving and receiving  
□あげます 
□もらいます 
 
Linking sentences 
□が (教室に行きましたが、ひろこさんはいませ

んでした) 
□から for reasons (スポーツが好きですから、

野球クラブに入りました)(今日は遠足に行き

ません。雨が降っていますから) 
□……し…し (今日はしゅくだいも多いし、天気

もわるいので、あそびに行きません) 
 
Giving an opinion 
□Use of と思います。 
 
Dates and time 
□Telling the date (including 年) 
□Giving the date 
□Days of the week 
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□時間 for length of time 
 
こそあど words 
□ここ そこ あそこ どこ 
□この その あの どの 
□これ それ あれ どれ 
□こんな そんな あんな どんな 
□こちら そちら あちら どちら 
 
I-adjectives 
□With a noun (赤い花) 
□As a sentence ending:  

Polite form 赤いです、赤くないです、赤くあ

りません、赤かったです、赤くなかったです 
Plain form 赤い、赤くない、赤かった、赤くな

かった 
□Linking form 赤くて (この花は赤くてきれい

です。) 
□As an adverb 安く (このくつは安く買いまし

た) (including くなる、くする) 
 
Na Adjectives 
□With a noun 静かな公園 
□As a sentence ending:  

Polite form 静かです、静かではありません、

静かじゃありません、静かでした、静かじゃ

ありませんでした、静かではありませんでし

た 
Plain form 静かだ、静かではない、静かじゃな

い、静かだった、静かではなかった、静かじ

ゃなかった 
□Linking form 静かで (この公園は静かでいい

です) 
□As an adverb 静かに (静かにしてください) 
(including になる、にする) 
 
Adverbs 
□Of frequency よく、時々、あまり、ぜんぜん 
□Of quantity たくさん、少し、ちょっと、とて

も、たいへん 
□Of (non) completion もう、まだ 
 
Particles 
か  
□(1) For questions これはりんごですか。 
□(2) For or バスかタクシーで行きます。 
ぐらい  
□Approximately 200g ぐらいあります。 
ごろ 
□Approximately ３時ごろ行きます。 
の 
□(1) For possessive これは私の車です。 
□(2) For pronoun 大きいのをください。 
□(3) For apposition シルクのネクタイを買いま

す。 
は  
□(1) For subject 私は高校生です。 

□(2) For negative テニスは好きじゃありません。 
□(3) For contrast 肉は食べますが、魚は食べま

せん。 
も 
□(1) Also 私はイギリス人です。トム君もイギリ

ス人です。 
□(2) Both... and… りんごもバナナも好きです。 
で 
□(1) For location プールで泳ぎます。 
□(2) For a tool バスで行きます。はしで食べま

す。 
□(3) After a number 三人で行きました。四つで

百円です。 
□(4) For a reason 病気で学校を休みました。 
へ  
□With verbs of motion 学校へ行きます。 
を  
□(1) With direct object コーヒーを飲みます。 
□(2) With certain verbs 公園をとおります。 
や  
□For non-exclusive and バナナやりんごを買い

ました。 
と 
□(1) For and 新聞とざっしを買いました。 
□(2) For with 父と町に行きました。 
に 
□(1) After a time 三時に行きます。 
□(2) With verbs of motion 公園に行きます。 
□(3) With verbs of existence 本は教室にありま

す。 
□(4) For an indirect object 弟に本を読みます。 
□(5) For frequency 一日に三回薬を飲みます。 
が  
□(1) Subject marker 私が行きます。 
□(2) Conjunction りんごは食べますが、バナナ

は食べません。 
だけ  
□Only 一つだけください。 
しか  
□Only 百円しかありません。 
から  
□(1) With time パーティーは三時からです。 
□(2) With place イギリスから来ました。 
まで  
□(1) With time 学校は四時までです。 
□(2) With place 東京まで行きます。 
でも  
□Suggested example お茶でも飲みませんか。 
わ  
□Sentence ending これはとてもおいしいわ。 
ね  
□Sentence ending 今日はいい天気ですね。 
よ  
□Sentence ending そろそろ行きますよ。[END]
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Visitor Information 
Index In GCSE Kanji form Meaning 

（お）しろ （お）しろ Castle 

（お）はなみ （お）花見 
flower viewing (esp. cherry 
blossom) 

（お）まつり （お）まつり Festival 

あんない（する） あんない（する） to guide, show around 

あんない あんない guidance, 

あんないじょ／～しょ あんない所／あんない所 information bureau 

いなか いなか country(side) 

うし 牛 Cow 

うま うま Horse 

うみ 海 sea, ocean 

えはがき えはがき Postcard 

おかねをおろす お金をおろす to withdraw money 

おすすめ おすすめ Recommendation 

おと 音 Sound 

おみやげ おみやげ Souvenir 

おんせん おんせん hot spring 

かいがん かいがん Coast 

がいこく 外国 foreign country 

がいこくじん 外国人 Foreigner 

ガイド ガイド Guide 

ガイドブック ガイドブック Guidebook 

かざん 火山 Volcano 

かわ 川 River 

かんきょう かんきょう Environment 

かんこう（する） かんこう（する） to go sightseeing 

かんこう かんこう Sightseeing 

かんこうきゃく かんこうきゃく Tourist 

き 木 Tree 

きかい きかい Opportunity 

ギター ギター Guitar 

キャンプ（する） キャンプ（する） to go camping 

キャンプ キャンプ Camping 

きゅうじつ 休日 Holiday 

きんじょ 近所 Neighbourhood 

くうき 空気 Air 
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くに 国 Country 

けいざい けいざい economy 

けしき けしき view, scenery 

こうじょう こうじょう factory 

こくさいてき（な）  こくさいてき（な）  international 

こむ こむ to be crowded 

さくら さくら cherry tree 

じしん じしん earthquake 

しぜん しぜん nature 

しま しま Island 

しゃしん 写真 photograph 

しゅうかん しゅうかん custom 

しゅうきょう しゅうきょう religion 

しゅと しゅと capital city 

じんこう 人口 population 

スーツケース スーツケース suitcase 

すもう すもう sumo 

すり すり pickpocket 

せいじ せいじ politics 

せかい せかい world 

たいしかん 大使館 embassy 

たてもの たてもの building 

ビル ビル building 

たんぼ 田んぼ rice field 

ちず 地図 map 

ツアー ツアー tour 

でんとう でんとう tradition 

てんらんかい てんらんかい exhibition 

とし 都市 city 

トラベラーズチェック トラベラーズチェック traveller’s cheque 

とり 鳥 bird 

にゅうじょうりょう 入場料 admission (fee) 

ばしょ 場所 place 

パスポート パスポート passport 

はなび 花火 fireworks 

パンフレット パンフレット brochure, leaflet 

ビーチ ビーチ beach 
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ビザ ビザ visa 

ひと 人 person 

かた 方 person 

ぶっきょう ぶっきょう buddhism 

ぶんか 文化 culture 

ポケット ポケット pocket 

ポスター ポスター poster, notice 

ボタン ボタン button 

まち 町 town 

みずうみ みずうみ lake 

むら 村 village 

もり もり forest 

やすみ 休み rest, holiday 

やま 山 mountain 

よてい よてい plan, schedule 

リサイクル（する） リサイクル（する） to recycle 

リサイクル リサイクル recycling 

りょこうがいしゃ 旅行会社 travel agency 

りょこう（する） 旅行（する） to travel 

りょこう 旅行 travel 

れきしてき（な） れきしてき（な） historic 

ロッカー ロッカー locker 

わすれものをする わすれ物をする to leave something behind 

わすれもの わすれ物 the thing left behind 
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Local Weather 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

やむ （雨／雪／風が）やむ, to stop (raining, snowing, wind) 

ふる （雨／雪が）ふる, to fall (rain, snow) 

～ど ～ど degree 

あめ 雨 rain 

うみ 海 sea, ocean 

かぜ 風 wind 

かぜがふく 風がふく to blow 

きおん きおん temperature 

きせつ きせつ season 

くも くも cloud 

くもり くもり cloudy, overcast 

くもる くもる to become cloudy 

そら 空 sky 

たいふう たいふう typhoon 

たいよう  たいよう  sun 

つき 月 moon 

つゆ つゆ rainy season 

てんき 天気 weather 

てんきよほう 天気よほう weather forecast 

はれ はれ sunny, clear, fine weather 

はれる はれる to become clear, fine 

ひ 日 sun, day 

ほし ほし star 

むしあつい むしあつい hot and humid 

ゆき 雪 snow 

 



GCSE Vocabulary Booklet (©Tadashi SAKAI) Page 7 
 

Local Amenities 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

（お）てら （お）寺 temple 

（お）としより （お）としより old person 

（お）みせ （お）店 shop 

～や ～屋 shop 

ある ある to take place (event) 

えいが 映画 film, movie 

えいがかん 映画館 cinema 

おてあらい おてあらい toilets 

ガソリン ガソリン petrol 

ガソリンスタンド ガソリンスタンド petrol station 

きょうかい 教会 church 

キリストきょう キリスト教 Christianity 

ぎんこう 銀行 bank 

こうえん 公園 park 

じんじゃ 神社 shrine 

しんとう 神道 Shinto 

ちゅうしゃじょう ちゅうしゃじょう car park 

どうぶつ 動物 animal 

どうぶつえん 動物園 zoo 

としょかん 図書館 library 

はくぶつかん はくぶつかん museum 

びじゅつかん びじゅつかん art gallery, art museum 

びょういん 病院 hospital 

プール プール swimming pool 

フォーム フォーム swimming form 
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Accommodation 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

（お）ふろ （お）ふろ bath 

（お）ふろば （お）ふろば bathroom 

～はく ～はく nights 

いす いす chair 

いま いま living room 

いりぐち 入り口／入口 entrance 

うけつけ うけつけ reception, receptionist 

エアコン エアコン air conditioning 

おふろにはいる おふろに入る to take a bath 

かいだん かいだん staircase 

かぎ かぎ key 

かぎをかける かぎをかける to lock 

かじ 火事 fire 

かべ かべ wall 

ごみ ごみ rubbish waste 

シャワーをあびる シャワーをあびる to take a shower 

しんしつ しんしつ bedroom 

ストーブ ストーブ heater 

だいどころ だいどころ kitchen 

たな たな shelf 

チェックアウト（する） チェックアウト（する） to check out 

チェックアウト チェックアウト check out 

チェックイン（する） チェックイン（する） to check in 

チェックイン チェックイン check in 

つくえ つくえ desk 

テーブル テーブル table 

でぐち 出口 way out, exit 

テレビ テレビ television 

でんき 電気 electricity, light 

ドア ドア door 

トイレ トイレ toilets 

にもつ にもつ luggage 

にわ 庭 garden 

はこぶ はこぶ to carry 
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ビュッフェ ビュッフェ buffet 

バイキング バイキング buffet 

ふとん ふとん bedding, futon 

ベッド ベッド bed 

へや 部屋 room 

ホテル ホテル hotel 

まど まど window 

もん もん gate 

ユースホステル ユースホステル youth hostel 

ようしつ ようしつ western room 

りょかん 旅館 Japanese style inn 

れいぞうこ れいぞうこ refrigerator 

わしつ 和室 Japanese room 

 



GCSE Vocabulary Booklet (©Tadashi SAKAI) Page 10 
 

Transport 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

～せん ～せん line, track 

～ばんせん ～ばんせん track, platform 

～ゆき ～行（き）  bound for … 

うごく 動く to move 

うんてんしゅ うんてんしゅ driver 

えき 駅 station 

おうふく（きっぷ）おうふく（きっぷ）  return ticket 

オートバイ オートバイ motorbike 

おとな 大人 adult 

おりる おりる to get off 

かたみち（きっぷ）かたみち（きっぷ）  single ticket 

きっぷ きっぷ ticket 

チケット チケット ticket 

きっぷうりば きっぷ売り場 ticket office 

チケットうりば チケット売り場 ticket office 

キャンセル（する）キャンセル（する） to cancel 

キャンセル キャンセル cancellation 

くうこう くうこう airport 

くるまをとめる 車をとめる to park 

くるま 車 car, vehicle 

サービスエリア サービスエリア service station 

じこくひょう じこくひょう train, bus timetable 

じてんしゃ じてんしゃ bicycle 

じどうしゃ 自動車 motor car 

しゅっぱつ（する）しゅっぱつ（する） to depart 

しゅっぱつ しゅっぱつ departure 

しんかんせん, しんかんせん, Shinkansen, bullet train 

タクシー タクシー taxi 

タクシーのりば タクシーのりば taxi stand, rank 

ちか 地下 basement 

ちかてつ 地下鉄 underground train 

ちゅうしゃじょう ちゅうしゃじょう car park 

でんしゃ 電車 train 

とうちゃく（する）とうちゃく（する） to arrive 
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とうちゃく とうちゃく arrival 

ならぶ ならぶ to queue up 

のりかえる のりかえる to change trains etc 

のりもの のりもの transport, vehicle 

のる のる to get (ride) on 

バス バス bus 

バスてい バスてい bus stop 

ひこうき ひこうき aeroplane 

ふね ふね ship 

ボート ボート boat 

ホーム ホーム platform 

プラットホーム プラットホーム platform 

まにあう まにあう to be on time 

みおくる みおくる to see off 

みなと みなと port 

ラッシュアワー ラッシュアワー rush hour 

レンタカー レンタカー hire car 
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Directions 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

あるいて あるいて on foot 

かど かど corner 

こうさてん こうさてん crossroads 

サイン サイン sign 

しんごう しんごう traffic lights 

ちゅうしゃじょう ちゅうしゃじょう car park 

でぐち 出口 way out, exit 

とおく とおく far (away) 

ところ 所 place 

とちゅう とちゅう on the way 

はし はし bridge 

まがる まがる to turn 

みち 道 road, way 

メートル メートル metre 

わたる わたる to cross 
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Cafés & Restaurants 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

（お）さけ （お）さけ rice wine, alcoholic drink 

（お）さら （お）さら dish, plate 

（お）すし （お）すし sushi 

（お）そば （お）そば noodles 

（お）ちゃ （お）茶 tea 

（お）はし （お）はし chopsticks 

（お）ゆ （お）ゆ hot water 

アイスクリーム アイスクリーム ice cream 

あさごはん 朝ご飯 breakfast 

ちょうしょく 朝食 breakfast 

ウエーター ウエーター waiter 

ウエートレス ウエートレス waitress 

うどん うどん udon 

おなかがいっぱい（な） おなかがいっぱい（な） to be full (stomach) 

おなかがすく おなかが空く to feel hungry 

カレーライス カレーライス curry and rice 

きっさてん きっさてん cafe, coffee shop 

ぎゅうにく 牛肉 beef 

ビーフ ビーフ beef 

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう milk 

ミルク ミルク milk 

くだもの くだもの fruit 

ケーキ ケーキ cake 

こうちゃ こうちゃ tea 

コーヒー コーヒー coffee 

コーラ コーラ coke 

こおり こおり ice 

こしょう こしょう pepper 

コップ コップ cup 

ごはん ご飯 cooked rice, meal 

さかな 魚 fish 

さしみ さしみ raw fish dish 

さとう さとう sugar 

サラダ サラダ salad 
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サンドイッチ サンドイッチ sandwich 

しお しお salt 

ジャム ジャム jam 

ジュース ジュース juice 

しょうゆ しょうゆ soy sauce 

しょくじ（する） 食事（する） to have a meal 

しょくじ 食事 meal 

スープ スープ soup 

ステーキ ステーキ steak 

スプーン スプーン spoon 

たべもの 食べ物 food 

たまご たまご egg 

たまねぎ たまねぎ onion 

チーズ チーズ cheese 

ちゅうもん（する） ちゅうもん（する） to order 

ちゅうもん ちゅうもん order 

チョコレート チョコレート chocolate 

デザート デザート dessert 

てんぷら てんぷら tempura 

トースト トースト toast 

トマト トマト tomato 

とりにく 鳥肉  chicken 

チキン チキン chicken 

ナイフ ナイフ knife 

にく 肉 meat 

にんじん にんじん carrot 

のみもの 飲み物 drink 

パスタ パスタ pasta 

バター バター butter 

バナナ バナナ banana 

パン パン bread 

ばんごはん 晩ご飯 evening meal 

ゆうしょく ゆうしょく evening meal 

ハンバーガー ハンバーガー hamburger 

はんぶん 半分 half 

ビール ビール beer 

ピザ ピザ pizza 
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ひるごはん 昼ご飯 lunch 

ちゅうしょく 昼食 lunch 

フォーク フォーク fork 

ぶたにく ぶたにく pork 

ポーク ポーク pork 

ぶどう ぶどう grape 

フライドポテト フライドポテト chips 

みかん みかん tangerine 

みず 水 water 

みそしる みそしる miso soup 

メニュー メニュー menu 

やさい やさい vegetable 

ようしょく ようしょく western food 

ラーメン ラーメン ‘raamen’ noodles 

りょうり 料理 cuisine, dish 

～りょうり ～料理 …cuisine (eg フランス料理) 

りんご りんご apple 
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Shops 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

（お）かね （お）金 money 

（お）こめ （お）こめ rice 

（お）さけ （お）さけ rice wine, alcoholic drink 

（お）つり （お）つり change 

（お）べんとう （お）べんとう (packed) lunch 

～えん ～円 yen 

～ドル ～ドル dollar 

～ペンス ～ペンス pence 

～ポンド ～ポンド pound 

～ユーロ ～ユーロ euros 

あいている あいている (shop etc is) open 

いちご いちご strawberry 

いも いも potato 

うわぎ うわぎ coat, jacket 

エスカレーター エスカレーター escalator 

エレベーター エレベーター lift 

えんぴつ えんぴつ pencil 

おかし おかし snack, sweet, cake 

おきゃくさん おきゃくさん customer, visitor, guest 

きゃく きゃく customer, visitor, guest 

カード カード card 

かいもの（する） 買い物（する） to go shopping 

かいもの 買い物 shopping 

かさ かさ umbrella 

かばん かばん bag 

バッグ バッグ bag 

カメラ カメラ camera 

きって 切手 stamp 

きもの きもの kimono 

くつ くつ shoe 

くつした くつした sock 

クレジットカード クレジットカード credit card 

コート コート coat 

コンビニ コンビニ convenience store 
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サイズ サイズ size 

おおきさ 大きさ size 

さいふ さいふ wallet, purse 

ざっし ざっし magazine 

ジーンズ ジーンズ jeans 

したぎ したぎ underwear 

じどうはんばいき 自動はんばいき vending machine 

しまっている しまっている (shop etc is) closed 

シャツ シャツ shirt 

しんぶん 新聞 newspaper 

スーツ スーツ suit 

スーパー スーパー supermarket 

スカート スカート skirt 

ズボン ズボン trousers 

スリッパ スリッパ slippers 

セーター セーター sweater, jumper 

せっけん せっけん soap 

タオル タオル towel 

たばこ／タバコ たばこ／タバコ cigarette 

つつむ つつむ to wrap 

デパート デパート department store 

てぶくろ 手ぶくろ gloves 

てんいん てんいん shop assistant 

でんち でんち battery 

とけい とけい clock, watch 

とこや とこや barber 

とどける とどける to deliver 

ドレス ドレス dress 

にんぎょう にんぎょう doll 

ネクタイ ネクタイ tie 

ねだん ねだん price 

はがき はがき postcard 

はく はく to wear (trousers, shoes, socks, 
etc) 

はこ はこ box 

はらう はらう to pay 

ハンカチ ハンカチ handkerchief 

びよういん びよういん hair salon 
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ふうとう ふうとう envelope 

プレゼント プレゼント present 

ペン ペン pen 

ぼうし ぼうし hat 

ぼうしをかぶる ぼうしをかぶる to wear a hat 

ボールペン ボールペン ballpoint pen 

ほん 本 book 

マフラー マフラー winter scarf 

みずぎ みずぎ swimsuit, trunks 

めがね めがね glasses 

ゆかた ゆかた yukata 

ゆびわ ゆびわ ring 

レジ レジ till, cash desk 

レシート レシート receipt 
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Dealing with Problems 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

～をください ～を下さい Please give me … 

あし あし foot, leg 

あたま あたま head 

うで うで arm 

おなか おなか stomach, belly 

おもいで 思い出 memory 

かお かお face 

かぜ かぜ cold, flu 

かぜをひく かぜをひく to catch a cold 

かみ かみ hair 

かみのけ かみのけ hair 

からだ 体 body 

きぶん 気分 condition 

きもち 気持ち feeling 

きゅうきゅうしゃ きゅうきゅうしゃ ambulance 

くすり くすり medicine 

くち 口 mouth 

くび くび neck 

けいさつ けいさつ police 

けが（をする） けが（をする） to be injured 

けが けが injury 

こうばん こうばん police box 

こえ こえ voice 

じこ じこ accident 

せなか せなか back 

たいいん（する） たいいん（する） to leave hospital 

たいいん たいいん discharge from hospital 

て 手 hand 

どろぼう どろぼう thief 

なくす なくす to lose 

なくなる なくなる to be lost, disappear, be used up

にゅういん（する）入院（する） to be hospitalised 

にゅういん 入院 hospitalisation 

ねつ ねつ fever 
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のど のど throat 

のどがかわく のどがかわく to become thirsty 

は は tooth 

はな はな nose 

びょうき 病気 illness 

みみ 耳 ear 

め 目 eye 

もんだい もんだい problem 

ゆび ゆび finger 
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General Interests 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

（よう）ふく （よう）ふく (western) clothes 

～かいだて ～かいだて（の家 etc. ）… story (house, building etc) 

～にきょうみがある ～にきょうみがある to be interested in 

アパート アパート flat 

いえ 家 house, home 

うち 家 house, home 

おいわい（する） おいわい（する） to celebrate 

おいわい おいわい celebration 

おとこのひと 男の人 man 

おとこのこ 男の子 boy 

おんなのひと 女の人 woman 

おんなのこ 女の子 girl 

かいじょう 会場 meeting place 

かいわ 会話 conversation 

かじ 家事 housework 

カレンダー カレンダー calendar 

かんけい かんけい connection, relation 

さく さく to bloom 

じこしょうかい（する） じこしょうかい（する） to give self-introduction 

じこしょうかい じこしょうかい self-introduction 

じゅうしょ 住所 address 

じょせい じょせい woman 

せいかつ せいかつ lifestyle 

せがたかい せが高い tall 

せがひくい せがひくい short 

せき せき seat 

たてる たてる to build, erect 

だんせい だんせい man 

てがみ 手紙 letter 

どうぐ どうぐ tool, equipment 

なまえ 名前 name 

におい におい smell 

いいにおいがする いいにおいがする smells good 

にっき にっき diary 
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はな 花 flower 

みょうじ 名字 surname 

ゆうめいじん 有名人 celebrity 
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Leisure Activities 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

いけばな 生け花 flower arrangement 

さどう 茶道 tea ceremony 

しょどう 書道 calligraphy 

CD  CD  CD(compact disc) 

DVD DVD DVD 

うた うた song 

え え picture, painting, drawing 

えをかく えをかく to paint, draw 

オーケストラ オーケストラ orchestra 

おどる おどる to dance 

おんがく 音楽 music 

カラオケ カラオケ karaoke 

ギター ギター guitar 

クラシック クラシック classical, classic (music) 

クラブ クラブ club 

ゲーム（をする） ゲーム（をする） to play a game 

ゲーム ゲーム game 

げき げき (theatre) play 

コンサート コンサート concert 

じゅうどう じゅうどう judo 

しゅみ しゅみ hobby 

しょうせつ しょうせつ novel 

どくしょ 読書 reading 

ナイトクラブ ナイトクラブ night club 

パーティー パーティー party 

ばんぐみ ばんぐみ (television, radio) programme 

ピアノ ピアノ piano 

ひく ひく to play (the piano, guitar, etc) 

ビデオ ビデオ video 

ひまなとき ひまな時 free time 

ファッション ファッション Fashion 

ぶんがく 文学 Literature 

ポップス ポップス pop music 

まんが／マンガ まんが／マンガ cartoon, comic 
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ラジオ ラジオ Radio 

ロック ロック rock (music) 
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Family and Friends 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

あかちゃん 赤ちゃん baby 

あたまがいい あたまがいい clever 

あに 兄 (my) older brother 

おにいさん お兄さん (someone else's) older brother 

あね 姉 (my) older sister 

おねえさん お姉さん (someone else's) older sister 

いとこ いとこ cousin 

いぬ 犬 dog 

いもうと 妹 (my) younger sister 

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

うまれる 生まれる born 

おじ おじ uncle 

おじさん おじさん uncle, middle-aged man 

おじいさん おじいさん grandfather, old man 

おとうと 弟 (my) younger brother 

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

おば おば aunt 

おばさん おばさん aunt, middle-aged lady 

おばあさん おばあさん grandmother, old lady 

かぞく 家族 (my) family 

ごかぞく ご家族 (someone else's) family 

きょうだい 兄弟／兄妹／姉弟／姉妹 (my) brother(s) (and sisters) 

ごきょうだい 
ご兄弟／ご兄妹／ご姉弟

／ご姉妹 
(someone else's) brother(s) (and 
sisters) 

けっこん（する） けっこん（する） to marry 

けっこん けっこん marriage 

けっこんしき けっこんしき wedding 

こども 子ども child 

おこさん お子さん (someone else's) child 

しゅじん しゅじん (my) husband 

ごしゅじん ごしゅじん (someone else's) husband 

しんせき しんせき relative 

そふ そふ grandfather 

そぼ そぼ grandmother 
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たんじょうび たんじょうび birthday 

ちち 父 (my) father 

おとうさん お父さん (someone else's) father 

つま つま (my) wife 

おくさん おくさん (someone else's) wife 

とし 年 year, age 

ともだち 友だち friend 

ねこ ねこ cat 

はは 母 (my) mother 

おかあさん お母さん (someone else's) mother 

ペット ペット pet 

ペットをかう ペットをかう to keep a pet 

まご まご grandchild 

むすこ むすこ (my) son 

むすこさん むすこさん (someone else's) son 

むすめ むすめ (my) daughter 

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

りこん（する） りこん（する） to divorce 

りこん りこん divorce 

りょうしん りょうしん (my) parents 

ごりょうしん ごりょうしん (someone else's) parents 
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Lifestyle (Healthy Eating and Exercise) 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

あじ あじ taste 

うんどう（する） うんどう（する） to do exercise 

うんどう うんどう exercise 

うんどうじょう うんどう場 sports ground 

およぐ 泳ぐ to swim 

からて 空手 karate 

ゴルフ ゴルフ golf 

サッカー サッカー football 

しあい しあい match, game 

すいえい 水泳 swimming 

スキー スキー skiing 

スケート スケート skating 

スポーツ スポーツ sport 

せんしゅ せんしゅ athlete, player 

たっきゅう たっきゅう table tennis 

チーム チーム team 

テニス テニス tennis 

テニスコート テニスコート tennis court 

なべ なべ pot, pan 

バスケットボール バスケットボール basketball 

フライパン フライパン frying pan 

ベジタリアン ベジタリアン vegetarian 

ボール ボール ball 

やきゅう やきゅう baseball 

りょうり（する） 料理（する） to cook 

わかれる 分かれる to be divided, part 
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Basic Language of the Internet 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

E メール E メール email 

インターネット インターネット internet 

ウェブサイト ウェブサイト website 

キーボード キーボード keyboard 

クリックする クリックする to click 

コンピューター コンピューター computer 

パソコン パソコン computer 

スクリーン スクリーン screen 

がめん がめん screen 

パスワード パスワード password 

プリンター プリンター printer 

プリントする プリントする to print 

ホームページ ホームページ website 

マウス マウス mouse (computer) 
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Simple Job Advertisements 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

アルバイト アルバイト part-time job 

きゅうりょう きゅうりょう salary 

こうこく こうこく advertisement 

ボーナス ボーナス bonus 
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Simple Job Applications and CV 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

かみ 紙 paper 

きょういく きょういく education 

ポスト ポスト postbox, letter box 

ゆうびんきょく ゆうびんきょく post office 
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School and College 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

～じかんめ ～時間目 period (school timetable) 

～てん ～てん marks, points 

～ねんせい ～年生 school year counter 

～ぶ ～部 club 

えいご 英語 English 

がいこくご 外国語 foreign language 

かがく 化学 chemistry 

かがく かがく science 

がくせい 学生 student 

がっき がっき school term 

がっこう 学校 school 

かもく かもく school subject 

ぎじゅつ ぎじゅつ technique 

きそく きそく rule, regulation 

きょうかしょ きょうかしょ textbook 

きょうしつ 教室 classroom 

クラス クラス school class 

けっか けっか result, outcome 

こうかん（する） こうかん（する） to exchange 

こうかん こうかん exchange 

こうこう 高校 senior high school 

こうこうせい 高校生 senior high school student 

こうちょうせんせい 校長先生 head teacher 

こたえ こたえ answer 

ことば ことば word, language 

さくぶん 作文 essay, composition 

じかんわり 時間わり timetable 

しけん しけん examination 

じしょ じしょ dictionary 

じしょ(をひく)  じしょ(をひく)  to check the dictionary 

しつもん しつもん question 

しゃかい 社会 society, social study 

じゅぎょう じゅぎょう lesson 

じゅく じゅく cram school 

しゅくだい しゅくだい homework 
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しょうがくせい 小学生 primary school student 

しょうがっこう 小学校 primary school 

しょくどう しょくどう canteen 

すうがく すうがく maths 

せいと せいと pupil 

せいふく せいふく uniform 

せいぶつ 生物 biology 

せんせい 先生 teacher 

せんぱい せんぱい one’s senior 

せんもん せんもん major 

そつぎょう（する） そつぎょう（する） to graduate 

そつぎょう そつぎょう graduation 

たいいく たいいく PE 

たいいくかん たいいく館 gym 

だいがく 大学 university 

だいがくせい 大学生 university student 

ちゅうがくせい 中学生 junior high school student 

ちゅうがっこう 中学校 junior high school 

ちり 地理 geography 

テスト テスト test 

にゅうがく（する） 入学（する） (to) enter school 

にゅうがく 入学 enterance into a school 

ノート ノート notebook 

びじゅつ びじゅつ art 

ひるやすみ 昼休み lunch break 

ふくしゅう（する） ふくしゅう（する） to revise 

ふくしゅう ふくしゅう revision 

ぶつり 物理 physics 

プリント プリント handouts 

へんじ（する） へんじ（する） to reply 

へんじ へんじ reply, answer 

よしゅう（する） よしゅう（する） to prepare for lessons 

よしゅう よしゅう preparation for lessons 

りゅうがくせい りゅうがくせい student studying abroad 

りょう りょう dormitory 

れきし れきし history 

レポート レポート report 
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Work and Work Experience 
Index In GCSE Kanji form Meaning 

いしゃ いしゃ doctor 

かいぎ かいぎ meeting, conference 

かいしゃ 会社 company 

かいしゃいん 会社いん company employee 

かんごし かんごし nurse 

きゅうけい きゅうけい coffee (tea, lunch) break 

ぎんこういん 銀行いん banker 

コピーする コピーする to photocopy 

コピー コピー photocopy 

さっか 作家 writer 

サラリーマン サラリーマン salary man 

しごと しごと work, job 

しごと（をする） しごと（する） to work 

じむしょ じむしょ office 

オフィス オフィス office 

しゃかい 社会 society, social study 

しゃちょう 社長 company president 

しゅふ しゅふ housewife 

しょうらい しょうらい in one's future 

しょくばたいけん しょくばたいけん work experience 

じょゆう じょゆう actress 

しょるい しょるい document 

ストレス ストレス stress 

せんしゅ せんしゅ player (sports) 

つとめる つとめる to be employed 

トレーニング トレーニング training 

ニュース ニュース news 

はいゆう はいゆう actor 

はなし（をする） 話（をする） to talk, speech, story 

はなし 話 talk, speech, story 

ビジネスマン ビジネスマン businessman 

ファックス ファックス fax 

プロ プロ professional 

べんごし べんごし lawyer 

めいし めいし business card 

ゆめ ゆめ dream 
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Adjectives (i-adjectives) 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

あかるい あかるい light, bright 

あたたかい あたたかい warm 

あたらしい 新しい new 

あつい あつい hot (to touch) 

あつい あつい hot 

あぶない あぶない dangerous 

あまい あまい sweet 

いい／よい いい／よい good 

いそがしい いそがしい busy 

いたい いたい painful 

うつくしい うつくしい beautiful 

うるさい うるさい noisy 

うれしい うれしい happy, glad, pleased 

おいしい おいしい delicious 

おおい 多い many, numerous 

おおきい 大きい big, large 

おかしい おかしい funny, strange 

おそい おそい late, slow 

おなじ 同じ same 

おもい おもい heavy 

おもしろい おもしろい interesting, funny 

かたい かたい hard 

かなしい かなしい sad, sorrowful 

からい からい hot, spicy 

かるい かるい light 

かわいい かわいい pretty, sweet, cute 

きたない きたない dirty, untidy 

きびしい きびしい strict, harsh, tough 

くらい くらい dark 

こわい こわい scary (afraid) 

さびしい さびしい sad, lonely 

さむい さむい cold 

すくない 少ない few, not many 

すごい すごい great (slang) 

すずしい すずしい cool 
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すばらしい すばらしい wonderful 

せまい せまい narrow 

たかい 高い tall, high, expensive 

ただしい ただしい correct 

たのしい 楽しい happy, enjoyable 

ちいさい 小さい small 

ちかい 近い near, close 

つまらない つまらない boring 

つめたい つめたい cold (to touch) 

つよい 強い strong 

とおい とおい far 

ながい 長い long 

ねむい ねむい sleepy 

はずかしい はずかしい embarrassed 

はやい はやい fast 

はやい はやい early 

ひくい ひくい low 

ひろい ひろい wide, spacious 

ふとい ふとい fat, thick 

ふるい 古い old 

ほしい ほしい want, wish for 

ほそい ほそい thin, slender, narrow 

まずい まずい distasteful 

まるい まるい round 

みじかい みじかい short 

むずかしい むずかしい difficult 

めずらしい めずらしい rare, unusual 

やさしい やさしい kind, gentle 

やさしい やさしい easy 

やすい 安い cheap 

やわらかい やわらかい soft 

よわい よわい weak 

わかい わかい young 

わるい わるい bad 

あお（い） 青（い） blue 

あか（い） 赤（い） red 

きいろ（い） きいろ（い） yellow 

くろ（い） 黒（い） black 
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しろ（い） 白（い） white 

ちゃいろ（い） 茶いろ（い） brown 

むしあつい むしあつい hot and humid 
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Adjectives (na-adjectives) 

Index In GCSE Kanji form Meaning 

あんぜん（な） あんぜん（な） safe 

いや（な） いや（な） terrible, dislike(d) 

いろいろ（な） いろいろ（な） various 

かんたん（な） かんたん（な） simple, easy 

きらい（な） きらい（な） dislike 

きれい（な） きれい（な） beautiful, clean 

げんき（な） 元気（な） healthy, energetic 

けんこう（な） けんこう（な） healthy 

しずか（な） しずか（な） quiet, calm 

しつれい（な） しつれい（な） rude 

じゆう（な） じゆう（な） free 

じょうず（な） 上手（な） skilful, good 

しんせつ（な） しんせつ（な） kind 

すき（な） 好き（な） like, favourite 

すてき（な） すてき（な） nice 

だいじ（な） 大事（な） important 

だいじょうぶ（な） だいじょうぶ（な） alright, safe 

だいすき（な） 大好き（な） favourite 

たいせつ（な） 大切（な） important, valuable 

たいへん（な） たいへん（な） hard 

とくい（な） とくい（な） skilful, good 

とくべつ（な） とくべつ（な） special 

にがて（な） にがて（な） unskilful 

にぎやか（な） にぎやか（な） bustling 

ハンサム（な） ハンサム（な） handsome 

ひま（な） ひま（な） free (time) 

ふべん（な） ふべん（な） inconvenient 

へた（な） 下手（な） unskilful 

へん（な） へん（な） strange 

べんり（な） べんり（な） convenient 

まじめ（な） まじめ（な） serious, diligent 

ゆうめい（な） 有名（な） famous 

いっしょうけんめい

（な） 

いっしょうけんめい

（な） 
diligently, with all one’s energy 

（お）かねもち （お）金持ち rich person 
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こくさいてき（な） こくさいてき（な）  international 

れきしてき（な） れきしてき（な） historic 
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Verbs – all of them 
 

Index 
In GCSE Kanji 
form Meaning 

Verb 
Type ない form ます form 

Dictionary 
form て form 

あう 会う to meet, see Strong 会わない 会います 会う 会って 

あがる 上がる to go up Strong 上がらない 上がります 上がる 上がって 

あく あく something opens Strong あかない あきます あく あいて 

あける あける to open something Weak e-type あけない あけます あける あけて 

あそぶ あそぶ 
to play, have a good 
time Strong あそばない あそびます あそぶ あそんで 

あつまる あつまる to gather Strong あつまらない あつまります あつまる あつまって 

あつめる あつめる to collect Weak e-type あつめない あつめます あつめる あつめて 

あらう あらう to wash Strong あらわない あらいます あらう あらって 

あるく あるく to walk Strong あるかない あるきます あるく あるいて 

あんしん（する） 安心（する） to be relieved Irregular 安心しない 安心します 安心する 安心して 

いう 言う to say Strong 言わない 言います 言う 言って 

いく 行く to go Strong 行かない 行きます 行く 行って 

いそぐ いそぐ to hurry Strong いそがない いそぎます いそぐ いそいで 

いる いる to need Strong いらない いります いる いって 

いれる 入れる to put in Weak e-type 入れない 入れます 入れる 入れて 

うける うける to receive, sit exams Weak e-type うけない うけます うける うけて 

うたう うたう to sing Strong うたわない うたいます うたう うたって 

うつ うつ to hit, type Strong うたない うちます うつ うって 

うまくいく うまくいく to succeed, go well Strong うまくいかない うまくいきます うまくいく うまくいって 

うる 売る to sell Strong 売らない 売ります 売る 売って 

うんてん（する） うんてん（する） to drive Irregular うんてんしない うんてんします うんてんする うんてんして 

えらぶ えらぶ to choose Strong えらばない えらびます えらぶ えらんで 
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おきる おきる 
to get up, to take 
place, happen Weak i-type おきない おきます おきる おきて 

おく おく to put, place Strong おかない おきます おく おいて 

おくる おくる to send Strong おくらない おくります おくる おくって 

おくれる おくれる to be late Weak e-type おくれない おくれます おくれる おくれて 

おこる おこる to get angry Strong おこらない おこります おこる おこって 

おしえる 教える to teach, tell Weak e-type 教えない 教えます 教える 教えて 

おす おす to push Strong おさない おします おす おして 

おちる おちる to fall, fail (exams) Weak i-type おちない おちます おちる おちて 

おとす おとす to drop Strong おとさない おとします おとす おとして 

おぼえる おぼえる 
to remember, 
memorise Weak e-type おぼえない おぼえます おぼえる あぼえて 

おもいだす 思い出す to remember, recall Strong 思い出さない 思い出します 思い出す 思い出して 

おもう 思う to think Strong 思わない 思います 思う 思って 

おわる おわる to finish, end Strong おわらない おわります おわる おわって 

かう 買う to buy Strong 買わない 買います 買う 買って 

かえす かえす to return, give back Strong かえさない かえします かえす かえして 

かえる 帰る to return, go home Strong 帰らない 帰ります 帰る 帰って 

かえる かえる to change Weak e-type かえない かえます かえる かえて 

かかる かかる 
to cost (money), take 
(time) Strong かからない かかります かかる かかって 

かく 書く to write Strong 書かない 書きます 書く 書いて 

かす かす to lend Strong かさない かします かす かして 

かつ かつ to win Strong かたない かちます かつ かって 

かりる かりる to borrow, rent Weak i-type かりない かります かりる かりて 

かわる かわる to change Strong かわらない かわります かわる かわって 

かんがえる かんがえる to think, consider Weak e-type かんがえない かんがえます かんがえる かんがえて 

がんばる がんばる to try hard Strong がんばらない がんばります がんばる がんばって 

きく 聞く to hear, listen, ask Strong 聞かない 聞きます 聞く 聞いて 
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きこえる 聞こえる to be able to hear Weak e-type 聞こえない 聞こえます 聞こえる 聞こえて 

きまる きまる to be decided Strong きまらない きまります きまる きまって 

きめる きめる to decide Weak e-type きめない きめます きめる きめて 

きる 切る to cut Strong 切らない 切ります 切る 切って 

きる きる to wear Weak i-type きない きます きる きて 

きをつける 気をつける to be careful, mind Weak e-type 気をつけない 気をつけます 気をつける 気をつけて 

くらべる くらべる to compare Weak e-type くらべない くらべます くらべる くらべて 

くる 来る to come Irregular 来ない（こない） 来ます（きます） 来る（くる） 来て（きて） 

けいかく（する） けいかく（する） 
to plan, project, 
organize Irregular けいかくしない けいかくします けいかくする けいかくして 

けいけん（する） けいけん（する） to experience Irregular けいけんしない けいけんします けいけんする けいけんして 

けす けす to turn off Strong けさない けします けす けして 

けんか（する） けんか（する） to fight, argue Irregular けんかしない けんかします けんかする けんかして 

けんきゅう（する） けんきゅう（する） to study, research Irregular けんきゅうしない けんきゅうします けんきゅうする けんきゅうして 

こたえる こたえる to answer Weak e-type こたえない こたえます こたえる こたえて 

こまる こまる 
to be at a loss, be in 
trouble Strong こまらない こまります こまる こまって 

ころぶ ころぶ to fall over Strong ころばない ころびます ころぶ ころんで 

こわす こわす to break Strong こわさない こわします こわす こわして 

こわれる こわれる to (something) breaks Weak e-type こわれない こわれます こわれる こわれて 

さがす さがす to look for Strong さがさない さがします さがす さがして 

さがる 下がる to go down Strong 下がらない 下がります 下がる 下がって 

さわる さわる to touch Strong さわらない さわります さわる さわって 

さんぽ（する） さんぽ（する） to go for a walk Irregular さんぽしない さんぽします さんぽする さんぽして 

しっぱい（する） しっぱい（する） to fail Irregular しっぱいしない しっぱいします しっぱいする しっぱいして 

しつもん（する） しつもん（する） to ask a question Irregular しつもんしない しつもんします しつもんする しつもんして 

しぬ しぬ to die Strong しなない しにます しぬ しんで 

しまる しまる something closes Strong しまらない しまります しまる しまって 
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しめる しめる to close something Weak e-type しめない しめます しめる しめて 

じゅんび（する） じゅんび（する） to prepare, get ready Irregular じゅんびしない じゅんびします じゅんびする じゅんびして 

しょうかい（する） しょうかい（する） to introduce Irregular しょうかいしない しょうかいします しょうかいする しょうかいして 

しょうたい（する） しょうたい（する） to invite Irregular しょうたいしない しょうたいします しょうたいする しょうたいして 

しらせる 知らせる to inform, tell Weak e-type 知らせない 知らせます 知らせる 知らせて 

しらべる しらべる to check, research Weak e-type しらべない しらべます しらべる しらべて 

しる 知る to know Strong 知らない 知ります 知る 知って 

しんじる しんじる to believe Weak i-type しんじない しんじます しんじる しんじて 

しんぱい（する） しんぱい（する） to worry Irregular しんぱいしない しんぱいします しんぱいする しんぱいして 

すう すう to smoke, breath in Strong すわない すいます すう すって 

すてる すてる to throw away Weak e-type すてない すてます すてる すてて 

すむ 住む to live Strong 住まない 住みます 住む 住んで 

する する to do Irregular しない します する して 

すわる すわる to sit down Strong すわらない すわります すわる すわって 

せいかつ（する） せいかつ（する） to live Irregular せいかつしない せいかつします せいかつする せいかつして 

せつめい（する） せつめい（する） to explain Irregular せつめいしない せつめいします せつめいする せつめいして 

せわ（する） せわ（する） 
to look after, take care 
of Irregular せわしない せわします せわする せわして 

せんたく（する） せんたく（する） to wash clothes Irregular せんたくしない せんたくします せんたくする せんたくして 

そうじ（する） そうじ（する） to clean Irregular そうじしない そうじします そうじする そうじして 

だす 出す 
to take out, present, 
hand in Strong 出さない 出します 出す 出して 

たすける たすける to help, save Weak e-type たすけない たすけます たすける たすけて 

たつ たつ to stand Strong たたない たちます たつ たって 

たのしむ 楽しむ to enjoy oneself Strong 楽しまない 楽しみます 楽しむ 楽しんで 

たのむ たのむ to ask, to request Strong たのまない たのみます たのむ たのんで 

たべる 食べる to eat Weak e-type 食べない 食べます 食べる 食べて 

ちがう ちがう to be different, wrong Strong ちがわない ちがいます ちがう ちがって 
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ちゅうい（する） ちゅうい（する） to be careful, to warn Irregular ちゅういしない ちゅういします ちゅういする ちゅういして 

ついていく ついて行く to follow Strong ついて行かない ついて行きます ついて行く ついて行って 

ついてくる ついて来る to follow Irregular 
ついて来ない（こな

い） 

ついて来ます（きま

す） 
ついて来る（くる）

ついて来て（き

て） 

つかう 使う to use Strong 使わない 使います 使う 使って 

つかれる つかれる to get tired Weak e-type つかれない つかれます つかれる つかれて 

つく つく to arrive Strong つかない つきます つく ついて 

つくる 作る to make, produce Strong 作らない 作ります 作る 作って 

つける つける to light, turn on Weak e-type つけない つけます つける つけて 

つたえる つたえる 
to convey (a 
message) Weak e-type つたえない つたえます つたえる つたえて 

つづく つづく to last, continue Strong つづかない つづきます つづく つづいて 

つづける つづける to continue Weak e-type つづけない つづけます つづける つづけて 

つれていく つれて行く to take (person) Strong つれて行かない つれて行きます つれて行く つれて行って 

つれてくる つれて来る to bring (person) Irregular 
つれて来ない（こな

い） 

つれて来ます（きま

す） 
つれて来る（くる）

つれて来て（き

て） 

でかける 出かける to set out, depart Weak e-type 出かけない 出かけます 出かける 出かけて 

できる 出来る to be able to, can Weak i-type 出来ない 出来ます 出来る 出来て 

てつだう てつだう to help, assist Strong てつだわない てつだいます てつだう てつだって 

でる 出る to go out Weak e-type 出ない 出ます 出る 出て 

でんわ（する） 電話（する） to phone Irregular 電話しない 電話します 電話する 電話して 

とおる とおる to pass through Strong とおらない とおります とおる とおって 

とぶ とぶ to fly, jump Strong とばない とびます とぶ とんで 

とまる とまる to stay Strong とまらない とまります とまる とまって 

とまる とまる to stop Strong とまらない とまります とまる とまって 

とめる とめる to stop Weak e-type とめない とめます とめる とめて 

とる とる 
to take, catch, take 
(photo, film) Strong とらない とります とる とって 
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なおす なおす 
to repair, fix, mend, 
cure Strong なおさない なおします なおす なおして 

なおる なおる 
to be repaired, be 
cured, get well Strong なおらない なおります なおる なおって 

なく なく to cry Strong なかない なきます なく ないて 

なくなる なくなる to pass away Strong なくならない なくなります なくなる なくなって 

なげる なげる to throw Weak e-type なげない なげます なげる なげて 

ならう ならう to learn Strong ならわない ならいます ならう ならって 

なる なる to become Strong ならない なります なる なって 

にげる にげる to escape Weak e-type にげない にげます にげる にげて 

にる にる to look like, resemble Weak i-type にない にます にる にて 

ぬぐ ぬぐ to take off (clothing) Strong ぬがない ぬぎます ぬぐ ぬいで 

ねる ねる to go to bed, sleep Weak e-type ねない ねます ねる ねて 

のぼる のぼる to climb Strong のぼらない のぼります のぼる のぼって 

のむ 飲む to drink Strong 飲まない 飲みます 飲む 飲んで 

はいる 入る to enter Strong 入らない 入ります 入る 入って 

はじまる はじまる to begin Strong はじまらない はじまります はじまる はじまって 

はじめる はじめる to begin Weak e-type はじめない はじめます はじめる はじめて 

はしる はしる to run Strong はしらない はしります はしる はしって 

はたらく 働く to work Strong 働かない 働きます 働く 働いて 

はなす 話す to speak, talk Strong 話さない 話します 話す 話して 

はる はる to stick, paste Strong はらない はります はる はって 

はんたい（する） はんたい（する） to oppose Irregular はんたいしない はんたいします はんたいする はんたいして 

ひく ひく to pull Strong ひかない ひきます ひく ひいて 

びっくり（する） びっくり（する） to be surprised Irregular びっくりしない びっくりします びっくりする びっくりして 

ひろう ひろう to pick up Strong ひろわない ひろいます ひろう ひろって 

ふえる ふえる to increase Weak e-type ふえない ふえます ふえる ふえて 

へる へる to decrease Strong へらない へります へる へって 
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べんきょう（する） 勉強（する） to study Irregular 勉強しない 勉強します 勉強する 勉強して 

まける まける to lose Weak e-type まけない まけます まける まけて 

まちがえる まちがえる to make a mistake Weak e-type まちがえない まちがえます まちがえる まちがえて 

まつ 待つ to wait for Strong 待たない 待ちます 待つ 待って 

みえる 見える to be visible Weak e-type 見えない 見えます 見える 見えて 

みがく みがく to polish, brush Strong みがかない みがきます みがく みがいて 

みせる 見せる to show Weak e-type 見せない 見せます 見せる 見せて 

みつける 見つける to find Weak e-type 見つけない 見つけます 見つける 見つけて 

みる 見る to see Weak i-type 見ない 見ます 見る 見て 

もつ 持つ to have Strong 持たない 持ちます 持つ 持って 

もっていく 持って行く to take (thing) Strong 持って行かない 持って行きます 持って行く 持って行って 

もってくる 持って来る to bring (thing) Irregular 
持って来ない（こな

い） 

持って来ます（きま

す） 
持って来る（くる）

持って来て（き

て） 

もどる もどる to return Strong もどらない もどります もどる もどって 

やくそく（する） やくそく（する） to promise Irregular やくそくしない やくそくします やくそくする やくそくして 

やくにたつ やくにたつ to be useful Strong やくにたたない やくにたちます やくにたつ やくにたって 

やすむ 休む to rest, take holiday Strong 休まない 休みます 休む 休んで 

やめる やめる to quit, stop, leave Weak e-type やめない やめます やめる やめて 

やる やる to do Strong やらない やります やる やって 

よぶ よぶ to call, invite Strong よばない よびます よぶ よんで 

よむ 読む to read Strong 読まない 読みます 読む 読んで 

よやく（する） よやく（する） to reserve, to book Irregular よやくしない よやくします よやくする よやくして 

よる よる to drop in, stop by Strong よらない よります よる よって 

よろこぶ よろこぶ to be pleased Strong よろこばない よろこびます よろこぶ よろこんで 

れんしゅう（する） れんしゅう（する） to practise Irregular れんしゅうしない れんしゅうします れんしゅうする れんしゅうして 

れんらく（する） れんらく（する） to contact, to inform Irregular れんらくしない れんらくします れんらくする れんらくして 
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わかる 分かる to understand Strong 分からない 分かります 分かる 分かって 

わすれる わすれる to forget Weak e-type わすれない わすれます わすれる わすれて 

わらう わらう to laugh, smile Strong わらわない わらいます わらう わらって 

にんきがある 人気がある Popular Strong 人気がない 人気があります 人気がある 人気があって 

でんわにでる 電話に出る to answer the phone Weak e-type 電話に出ない 電話に出ます 電話に出る 電話に出て 

でんわをかける 電話をかける to make a phone call Weak e-type 電話をかけない 電話をかけます 電話をかける 電話をかけて 

でんわをきる 電話を切る to cut, cut off (phone) Strong 電話を切らない 電話を切ります 電話を切る 電話を切って 

あんない（する） あんない（する） to guide, show around Irregular あんないしない あんないします あんないする あんないして 

うごく 動く to move Strong 動かない 動きます 動く 動いて 

おかねをおろす お金をおろす to withdraw money Strong お金をおろさない お金をおろします お金をおろす お金をおろして 

おふろにはいる おふろに入る to take a bath Strong おふろに入らない おふろに入ります おふろに入る おふろに入って 

おりる おりる to get off Weak i-type おりない おります おりる おりて 

かぎをかける かぎをかける to lock Weak e-type かぎをかけない かぎをかけます かぎをかける かぎをかけて 

かぜがふく 風がふく to blow Strong 風がふかない 風がふきます 風がふく 風がふいて 

かんこう（する） かんこう（する） to go sightseeing Irregular かんこうしない かんこうします かんこうする かんこうして 

キャンセル（する） キャンセル（する） to cancel Irregular キャンセルしない キャンセルします キャンセルする キャンセルして 

キャンプ（する） キャンプ（する） to go camping Irregular キャンプしない キャンプします キャンプする キャンプして 

くもる くもる to become cloudy Strong くもらない くもります くもる くもって 

くるまをとめる 車をとめる to park Weak e-type 車をとめない 車をとめます 車をとめる 車をとめて 

こむ こむ to be crowded Strong こまない こみます こむ こんで 

シャワーをあびる シャワーをあびる to take a shower Weak i-type シャワーをあびない シャワーをあびます シャワーをあびる シャワーをあびて 

しゅっぱつ（する） しゅっぱつ（する） to depart Irregular しゅっぱつしない しゅっぱつします しゅっぱつする しゅっぱつして 

チェックアウト（す

る） 

チェックアウト

（する） 
to check out Irregular 

チェックアウトし

ない 

チェックアウトし

ます 

チェックアウトす

る 

チェックアウト

して 

チェックイン（す

る） 

チェックイン（す

る） 
to check in Irregular 

チェックインしな

い 

チェックインしま

す 
チェックインする

チェックインし

て 

とうちゃく（する） とうちゃく（する） to arrive Irregular とうちゃくしない とうちゃくします とうちゃくする とうちゃくして 
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ならぶ ならぶ to queue up Strong ならばない ならびます ならぶ ならんで 

のりかえる のりかえる to change trains etc Weak e-type のりかえない のりかえます のりかえる のりかえて 

のる のる to get (ride) on Strong のらない のります のる のって 

はこぶ はこぶ to carry Strong はこばない はこびます はこぶ はこんで 

はれる はれる to become clear, fine Weak e-type はれない はれます はれる はれて 

まがる まがる to turn Strong まがらない まがります まがる まがって 

まにあう まにあう to be on time Strong まにあわない まにあいます まにあう まにあって 

みおくる みおくる to see off Strong みおくらない みおくります みおくる みおくって 

リサイクル（する） リサイクル（する） to recycle Irregular リサイクルしない リサイクルします リサイクルする リサイクルして 

りょこう（する） 旅行（する） to travel Irregular 旅行しない 旅行します 旅行する 旅行して 

わすれものをする わすれ物をする 
to leave something 
behind Irregular わすれ物をしない わすれ物をします わすれ物をする わすれ物をして 

わたる わたる to cross Strong わたらない わたります わたる わたって 

あいている あいている (shop etc is) open Weak i-type あいていない あいています あいている あいていて 
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Strong Verbs 

Index 
In GCSE Kanji 
form Meaning 

Verb 
Type ない form ます form 

Dictionary 
form て form 

あう 会う to meet, see Strong 会わない 会います 会う 会って 

あがる 上がる to go up Strong 上がらない 上がります 上がる 上がって 

あく あく something opens Strong あかない あきます あく あいて 

あそぶ あそぶ to play, have a good time Strong あそばない あそびます あそぶ あそんで 

あつまる あつまる to gather Strong あつまらない あつまります あつまる あつまって 

あらう あらう to wash Strong あらわない あらいます あらう あらって 

あるく あるく to walk Strong あるかない あるきます あるく あるいて 

いう 言う to say Strong 言わない 言います 言う 言って 

いく 行く to go Strong 行かない 行きます 行く 行って 

いそぐ いそぐ to hurry Strong いそがない いそぎます いそぐ いそいで 

いる いる to need Strong いらない いります いる いって 

うたう うたう to sing Strong うたわない うたいます うたう うたって 

うつ うつ to hit, type Strong うたない うちます うつ うって 

うまくいく うまくいく to succeed, go well Strong うまくいかない うまくいきます うまくいく うまくいって 

うる 売る to sell Strong 売らない 売ります 売る 売って 

えらぶ えらぶ to choose Strong えらばない えらびます えらぶ えらんで 

おく おく to put, place Strong おかない おきます おく おいて 

おくる おくる to send Strong おくらない おくります おくる おくって 

おこる おこる to get angry Strong おこらない おこります おこる おこって 

おす おす to push Strong おさない おします おす おして 

おとす おとす to drop Strong おとさない おとします おとす おとして 

おもいだす 思い出す to remember, recall Strong 思い出さない 思い出します 思い出す 思い出して 

おもう 思う to think Strong 思わない 思います 思う 思って 
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おわる おわる to finish, end Strong おわらない おわります おわる おわって 

かう 買う to buy Strong 買わない 買います 買う 買って 

かえす かえす to return, give back Strong かえさない かえします かえす かえして 

かえる 帰る to return, go home Strong 帰らない 帰ります 帰る 帰って 

かかる かかる to cost (money), take (time) Strong かからない かかります かかる かかって 

かく 書く to write Strong 書かない 書きます 書く 書いて 

かす かす to lend Strong かさない かします かす かして 

かつ かつ to win Strong かたない かちます かつ かって 

かわる かわる to change Strong かわらない かわります かわる かわって 

がんばる がんばる to try hard Strong がんばらない がんばります がんばる がんばって 

きく 聞く to hear, listen, ask Strong 聞かない 聞きます 聞く 聞いて 

きまる きまる to be decided Strong きまらない きまります きまる きまって 

きる 切る to cut Strong 切らない 切ります 切る 切って 

けす けす to turn off Strong けさない けします けす けして 

こまる こまる to be at a loss, be in trouble Strong こまらない こまります こまる こまって 

ころぶ ころぶ to fall over Strong ころばない ころびます ころぶ ころんで 

こわす こわす to break Strong こわさない こわします こわす こわして 

さがす さがす to look for Strong さがさない さがします さがす さがして 

さがる 下がる to go down Strong 下がらない 下がります 下がる 下がって 

さわる さわる to touch Strong さわらない さわります さわる さわって 

しぬ しぬ to die Strong しなない しにます しぬ しんで 

しまる しまる something closes Strong しまらない しまります しまる しまって 

しる 知る to know Strong 知らない 知ります 知る 知って 

すう すう to smoke, breath in Strong すわない すいます すう すって 

すむ 住む to live Strong 住まない 住みます 住む 住んで 

すわる すわる to sit down Strong すわらない すわります すわる すわって 
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だす 出す to take out, present, hand in Strong 出さない 出します 出す 出して 

たつ たつ to stand Strong たたない たちます たつ たって 

たのしむ 楽しむ to enjoy oneself Strong 楽しまない 楽しみます 楽しむ 楽しんで 

たのむ たのむ to ask, to request Strong たのまない たのみます たのむ たのんで 

ちがう ちがう to be different, wrong Strong ちがわない ちがいます ちがう ちがって 

ついていく ついて行く to follow Strong ついて行かない ついて行きます ついて行く ついて行って 

つかう 使う to use Strong 使わない 使います 使う 使って 

つく つく to arrive Strong つかない つきます つく ついて 

つくる 作る to make, produce Strong 作らない 作ります 作る 作って 

つづく つづく to last, continue Strong つづかない つづきます つづく つづいて 

つれていく つれて行く to take (person) Strong つれて行かない つれて行きます つれて行く つれて行って 

てつだう てつだう to help, assist Strong てつだわない てつだいます てつだう てつだって 

とおる とおる to pass through Strong とおらない とおります とおる とおって 

とぶ とぶ to fly, jump Strong とばない とびます とぶ とんで 

とまる とまる to stay Strong とまらない とまります とまる とまって 

とまる とまる to stop Strong とまらない とまります とまる とまって 

とる とる to take, catch, take (photo, film) Strong とらない とります とる とって 

なおす なおす to repair, fix, mend, cure Strong なおさない なおします なおす なおして 

なおる なおる to be repaired, be cured, get well Strong なおらない なおります なおる なおって 

なく なく to cry Strong なかない なきます なく ないて 

なくなる なくなる to pass away Strong なくならない なくなります なくなる なくなって 

ならう ならう to learn Strong ならわない ならいます ならう ならって 

なる なる to become Strong ならない なります なる なって 

ぬぐ ぬぐ to take off (clothing) Strong ぬがない ぬぎます ぬぐ ぬいで 

のぼる のぼる to climb Strong のぼらない のぼります のぼる のぼって 

のむ 飲む to drink Strong 飲まない 飲みます 飲む 飲んで 
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はいる 入る to enter Strong 入らない 入ります 入る 入って 

はじまる はじまる to begin Strong はじまらない はじまります はじまる はじまって 

はしる はしる to run Strong はしらない はしります はしる はしって 

はたらく 働く to work Strong 働かない 働きます 働く 働いて 

はなす 話す to speak, talk Strong 話さない 話します 話す 話して 

はる はる to stick, paste Strong はらない はります はる はって 

ひく ひく to pull Strong ひかない ひきます ひく ひいて 

ひろう ひろう to pick up Strong ひろわない ひろいます ひろう ひろって 

へる へる to decrease Strong へらない へります へる へって 

まつ 待つ to wait for Strong 待たない 待ちます 待つ 待って 

みがく みがく to polish, brush Strong みがかない みがきます みがく みがいて 

もつ 持つ to have Strong 持たない 持ちます 持つ 持って 

もっていく 持って行く to take (thing) Strong 持って行かない 持って行きます 持って行く 持って行って 

もどる もどる to return Strong もどらない もどります もどる もどって 

やくにたつ やくにたつ to be useful Strong やくにたたない やくにたちます やくにたつ やくにたって 

やすむ 休む to rest, take holiday Strong 休まない 休みます 休む 休んで 

やる やる to do Strong やらない やります やる やって 

よぶ よぶ to call, invite Strong よばない よびます よぶ よんで 

よむ 読む to read Strong 読まない 読みます 読む 読んで 

よる よる to drop in, stop by Strong よらない よります よる よって 

よろこぶ よろこぶ to be pleased Strong よろこばない よろこびます よろこぶ よろこんで 

わかる 分かる to understand Strong 分からない 分かります 分かる 分かって 

わらう わらう to laugh, smile Strong わらわない わらいます わらう わらって 

にんきがある 人気がある popular Strong 人気がない 人気があります 人気がある 人気があって 

でんわをきる 電話を切る to cut, cut off (phone) Strong 電話を切らない 電話を切ります 電話を切る 電話を切って 

うごく 動く to move Strong 動かない 動きます 動く 動いて 



GCSE Vocabulary Booklet (©Tadashi SAKAI) Page 52 
 

おかねをおろす お金をおろす to withdraw money Strong お金をおろさない お金をおろします お金をおろす お金をおろして 

おふろにはいる おふろに入る to take a bath Strong おふろに入らない おふろに入ります おふろに入る おふろに入って 

かぜがふく 風がふく to blow Strong 風がふかない 風がふきます 風がふく 風がふいて 

くもる くもる to become cloudy Strong くもらない くもります くもる くもって 

こむ こむ to be crowded Strong こまない こみます こむ こんで 

ならぶ ならぶ to queue up Strong ならばない ならびます ならぶ ならんで 

のる のる to get (ride) on Strong のらない のります のる のって 

はこぶ はこぶ to carry Strong はこばない はこびます はこぶ はこんで 

まがる まがる to turn Strong まがらない まがります まがる まがって 

まにあう まにあう to be on time Strong まにあわない まにあいます まにあう まにあって 

みおくる みおくる to see off Strong みおくらない みおくります みおくる みおくって 

わたる わたる to cross Strong わたらない わたります わたる わたって 
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Weak Verbs e-type 

Index 
In GCSE 
Kanji form Meaning 

Verb 
Type ない form ます form 

Dictionary 
form て form 

あける あける to open something Weak e-type あけない あけます あける あけて 

あつめる あつめる to collect Weak e-type あつめない あつめます あつめる あつめて 

いれる 入れる to put in Weak e-type 入れない 入れます 入れる 入れて 

うける うける to receive, sit exams Weak e-type うけない うけます うける うけて 

おくれる おくれる to be late Weak e-type おくれない おくれます おくれる おくれて 

おしえる 教える to teach, tell Weak e-type 教えない 教えます 教える 教えて 

おぼえる おぼえる to remember, memorise Weak e-type おぼえない おぼえます おぼえる あぼえて 

かえる かえる to change Weak e-type かえない かえます かえる かえて 

かんがえる かんがえる to think, consider Weak e-type かんがえない かんがえます かんがえる かんがえて 

きこえる 聞こえる to be able to hear Weak e-type 聞こえない 聞こえます 聞こえる 聞こえて 

きめる きめる to decide Weak e-type きめない きめます きめる きめて 

きをつける 気をつける to be careful, mind Weak e-type 気をつけない 気をつけます 気をつける 気をつけて 

くらべる くらべる to compare Weak e-type くらべない くらべます くらべる くらべて 

こたえる こたえる to answer Weak e-type こたえない こたえます こたえる こたえて 

こわれる こわれる to (something) breaks Weak e-type こわれない こわれます こわれる こわれて 

しめる しめる to close something Weak e-type しめない しめます しめる しめて 

しらせる 知らせる to inform, tell Weak e-type 知らせない 知らせます 知らせる 知らせて 

しらべる しらべる to check, research Weak e-type しらべない しらべます しらべる しらべて 

すてる すてる to throw away Weak e-type すてない すてます すてる すてて 

たすける たすける to help, save Weak e-type たすけない たすけます たすける たすけて 

たべる 食べる to eat Weak e-type 食べない 食べます 食べる 食べて 

つかれる つかれる to get tired Weak e-type つかれない つかれます つかれる つかれて 

つける つける to light, turn on Weak e-type つけない つけます つける つけて 
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つたえる つたえる to convey (a message) Weak e-type つたえない つたえます つたえる つたえて 

つづける つづける to continue Weak e-type つづけない つづけます つづける つづけて 

でかける 出かける to set out, depart Weak e-type 出かけない 出かけます 出かける 出かけて 

でる 出る to go out Weak e-type 出ない 出ます 出る 出て 

とめる とめる to stop Weak e-type とめない とめます とめる とめて 

なげる なげる to throw Weak e-type なげない なげます なげる なげて 

にげる にげる to escape Weak e-type にげない にげます にげる にげて 

ねる ねる to go to bed, sleep Weak e-type ねない ねます ねる ねて 

はじめる はじめる to begin Weak e-type はじめない はじめます はじめる はじめて 

ふえる ふえる to increase Weak e-type ふえない ふえます ふえる ふえて 

まける まける to lose Weak e-type まけない まけます まける まけて 

まちがえる まちがえる to make a mistake Weak e-type まちがえない まちがえます まちがえる まちがえて 

みえる 見える to be visible Weak e-type 見えない 見えます 見える 見えて 

みせる 見せる to show Weak e-type 見せない 見せます 見せる 見せて 

みつける 見つける to find Weak e-type 見つけない 見つけます 見つける 見つけて 

やめる やめる to quit, stop, leave Weak e-type やめない やめます やめる やめて 

わすれる わすれる to forget Weak e-type わすれない わすれます わすれる わすれて 

でんわにでる 電話に出る to answer the phone Weak e-type 電話に出ない 電話に出ます 電話に出る 電話に出て 

でんわをかける 電話をかける to make a phone call Weak e-type 電話をかけない 電話をかけます 電話をかける 電話をかけて 

かぎをかける かぎをかける to lock Weak e-type かぎをかけない かぎをかけます かぎをかける かぎをかけて 

くるまをとめる 車をとめる to park Weak e-type 車をとめない 車をとめます 車をとめる 車をとめて 

のりかえる のりかえる to change trains etc Weak e-type のりかえない のりかえます のりかえる のりかえて 

はれる はれる to become clear, fine Weak e-type はれない はれます はれる はれて 
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Weak Verbs i-type 

Index 
In GCSE Kanji 
form Meaning 

Verb 
Type ない form ます form 

Dictionary 
form て form 

おきる おきる 
to get up, to take 
place, happen Weak i-type おきない おきます おきる おきて 

おちる おちる 
to fall, fail 
(exams) Weak i-type おちない おちます おちる おちて 

かりる かりる to borrow, rent Weak i-type かりない かります かりる かりて 

きる きる to wear Weak i-type きない きます きる きて 

しんじる しんじる to believe Weak i-type しんじない しんじます しんじる しんじて 

できる 出来る to be able to, can Weak i-type 出来ない 出来ます 出来る 出来て 

にる にる 
to look like, 
resemble Weak i-type にない にます にる にて 

みる 見る to see Weak i-type 見ない 見ます 見る 見て 

おりる おりる to get off Weak i-type おりない おります おりる おりて 

シャワーをあびる シャワーをあびる to take a shower Weak i-type シャワーをあびない シャワーをあびます シャワーをあびる シャワーをあびて 

あいている あいている 
(shop etc is) 
open Weak i-type あいていない あいています あいている あいていて 
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Irregular Verbs 

Index 
In GCSE Kanji 
form Meaning 

Verb 
Type ない form ます form 

Dictionary 
form て form 

あんしん（する） 安心（する） to be relieved Irregular 安心しない 安心します 安心する 安心して 

うんてん（する） うんてん（する） to drive Irregular うんてんしない うんてんします うんてんする うんてんして 

くる 来る to come Irregular 来ない（こない） 来ます（きます） 来る（くる） 来て（きて） 

けいかく（する） けいかく（する） 
to plan, project, 
organise Irregular けいかくしない けいかくします けいかくする けいかくして 

けいけん（する） けいけん（する） to experience Irregular けいけんしない けいけんします けいけんする けいけんして 

けんか（する） けんか（する） to fight, argue Irregular けんかしない けんかします けんかする けんかして 

けんきゅう（する） けんきゅう（する） to study, research Irregular けんきゅうしない けんきゅうします けんきゅうする けんきゅうして 

さんぽ（する） さんぽ（する） to go for a walk Irregular さんぽしない さんぽします さんぽする さんぽして 

しっぱい（する） しっぱい（する） to fail Irregular しっぱいしない しっぱいします しっぱいする しっぱいして 

しつもん（する） しつもん（する） to ask a question Irregular しつもんしない しつもんします しつもんする しつもんして 

じゅんび（する） じゅんび（する） to prepare, get ready Irregular じゅんびしない じゅんびします じゅんびする じゅんびして 

しょうかい（する） しょうかい（する） to introduce Irregular しょうかいしない しょうかいします しょうかいする しょうかいして 

しょうたい（する） しょうたい（する） to invite Irregular しょうたいしない しょうたいします しょうたいする しょうたいして 

しんぱい（する） しんぱい（する） to worry Irregular しんぱいしない しんぱいします しんぱいする しんぱいして 

する する to do Irregular しない します する して 

せいかつ（する） せいかつ（する） to live Irregular せいかつしない せいかつします せいかつする せいかつして 

せつめい（する） せつめい（する） to explain Irregular せつめいしない せつめいします せつめいする せつめいして 

せわ（する） せわ（する） 
to look after, take care 
of Irregular せわしない せわします せわする せわして 

せんたく（する） せんたく（する） to wash clothes Irregular せんたくしない せんたくします せんたくする せんたくして 

そうじ（する） そうじ（する） to clean Irregular そうじしない そうじします そうじする そうじして 

ちゅうい（する） ちゅうい（する） to be careful, to warn Irregular ちゅういしない ちゅういします ちゅういする ちゅういして 

ついてくる ついて来る to follow Irregular ついて来ない（こない）
ついて来ます（き

ます） 
ついて来る（くる） ついて来て（きて） 
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つれてくる つれて来る to bring (person) Irregular つれて来ない（こない）
つれて来ます（き

ます） 
つれて来る（くる） つれて来て（きて） 

でんわ（する） 電話（する） to phone Irregular 電話しない 電話します 電話する 電話して 

はんたい（する） はんたい（する） to oppose Irregular はんたいしない はんたいします はんたいする はんたいして 

びっくり（する） びっくり（する） to be surprised Irregular びっくりしない びっくりします びっくりする びっくりして 

べんきょう（する） 勉強（する） to study Irregular 勉強しない 勉強します 勉強する 勉強して 

もってくる 持って来る to bring (thing) Irregular 持って来ない（こない）
持って来ます（き

ます） 
持って来る（くる） 持って来て（きて） 

やくそく（する） やくそく（する） to promise Irregular やくそくしない やくそくします やくそくする やくそくして 

よやく（する） よやく（する） to reserve, to book Irregular よやくしない よやくします よやくする よやくして 

れんしゅう（する） れんしゅう（する） to practise Irregular れんしゅうしない れんしゅうします れんしゅうする れんしゅうして 

れんらく（する） れんらく（する） to contact, to inform Irregular れんらくしない れんらくします れんらくする れんらくして 

あんない（する） あんない（する） to guide, show around Irregular あんないしない あんないします あんないする あんないして 

かんこう（する） かんこう（する） to go sightseeing Irregular かんこうしない かんこうします かんこうする かんこうして 

キャンセル（する） キャンセル（する） to cancel Irregular キャンセルしない キャンセルします キャンセルする キャンセルして 

キャンプ（する） キャンプ（する） to go camping Irregular キャンプしない キャンプします キャンプする キャンプして 

しゅっぱつ（する） しゅっぱつ（する） to depart Irregular しゅっぱつしない しゅっぱつします しゅっぱつする しゅっぱつして 

チェックアウト（す

る） 

チェックアウト（す

る） 
to check out Irregular チェックアウトしない

チェックアウトし

ます 

チェックアウトす

る 

チェックアウトし

て 

チェックイン（する）
チェックイン（す

る） 
to check in Irregular チェックインしない 

チェックインしま

す 
チェックインする チェックインして 

とうちゃく（する） とうちゃく（する） to arrive Irregular とうちゃくしない とうちゃくします とうちゃくする とうちゃくして 

リサイクル（する） リサイクル（する） to recycle Irregular リサイクルしない リサイクルします リサイクルする リサイクルして 

りょこう（する） 旅行（する） to travel Irregular 旅行しない 旅行します 旅行する 旅行して 

わすれものをする わすれ物をする 
to leave something 
behind Irregular わすれ物をしない わすれ物をします わすれ物をする わすれ物をして 

 
 


