
GCSE Japanese Vocabulary List  B

　　GCSE Japanese Vocabulary List B  ≪Noun, Verb, Adjective, etc.≫                                          

　　●Words are listed as they are written in the GCSE specification vocabulary list with the following

        contributions from the JFLLC ：

　　    - Additional vocabulary marked with an ＊ including ：

　　　　　   - Numbers for names of months and dates,

　　　　　   - Derivative words e.g. 青（青い）and 上げる（上がる）, Demonstratives,　etc.

                - Individual classification of words according to how they function grammatically.                                              

                   e.g. noun, verb, adjective, etc.                                                                                                                                     

   ●Please also note the followings;

　　   - Family words ：The words attached to ～さん and ご～ are used when talking about other

          people's family.     e.g. わたしのいもうと／トムくんのいもうとさん／トムくんのごりょうしん

       - Noun(SURU) ： Some nouns become verbs when used with SURU. These nouns are written

           as ' noun (する)'.

　　GCSE日本語語いリストB  ≪品詞別≫   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                          

　　●単語はGCSE Specification Vocabulary List によりますが、以下の点はJFLLC が加えたものです。                                                                                  

　　　- ＊印の語 ：以下の語が含まれます。                                                                                                  

       　　数詞（～月、～日、など）、派生語（青／青い、上げる／上がる　など）、指示詞、その他                                    

　　　- 各語の品詞分類                                                                                                                                 

　　●その他の留意点                                                                                                                                                                                                                                                                      

      - 家族語い :  他者の家族について話すときは、接辞「～さん」「ご～」のついた語を使用します。     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 

       　               例） わたしのいもうと／トムくんのいもうとさん／トムくんのごりょうしん                                                                             

　　  - 名詞（する） :  名詞の中で、後ろに「する」をつけて動詞になるものは、「～（する）」と書かれています。                                                                                                                                                                     
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                         疑問詞（ぎもんし）　　Interrogatives (Question Words) ---------- Page 26

                         指示詞（しじし）　　Demonstratives (Ko/So/A) ---------- Page 26

                         接続詞（せつぞくし）　　Conjunctions ---------- Page 26

                         数詞（すうし）　　 Numerals (Numbers and Counters) ---------- Page 26

                         その他（そのた）　　Others (Suffixes, Expressions for conversation) --- Page 29
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JFLLC版GCSE日本語語いリストB ≪品詞別≫                                                                        

語 漢字の読み方 品詞 English その他

名詞名詞名詞名詞　　　　NounsNounsNounsNouns　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 あいさつ 名詞 greeting
2 アイスクリーム 名詞 icecream
3 間 あいだ 名詞 between
4 ＊ 青 あお 名詞 blue 
5 ＊ 赤 あか 名詞 red 
6 赤ちゃん あかちゃん 名詞 baby
7 秋 あき 名詞 autumn
8 朝 あさ 名詞 morning
9 朝ご飯 あさごはん 名詞 breakfast
10 あさって 名詞 the day after tomorrow
11 あし 名詞 foot, leg
12 あじ（がする） 名詞 taste (to taste)
13 あした 名詞 tomorrow
14 あたま 名詞 head
15 後 あと 名詞 after
16 あなた 名詞 you
17 あに 名詞 older brother
18 あね 名詞 older sister
19 アパート 名詞 flat
20 雨 あめ 名詞 rain
21 アルバイト 名詞 part time job
22 安心（する） あんしん（する） 名詞 (to be) relieved
23 安ぜん あんぜん 名詞 safety
24 あんない（する） 名詞 to guide, show around
25 あんないじょ 名詞 information bureau
26 家 いえ 名詞 house
27 石 いし 名詞 stone
28 いす 名詞 chair
29 いちご 名詞 strawberry
30 ＊ 一日 いちにち 名詞 one day
31 一日中 いちにちじゅう 名詞 all day
32 ＊ 一年中 いちねんじゅう 名詞 throughout the year 
33 一番 いちばん 名詞 number one
34 いっぱく（する） 名詞 to stay the night
35 いとこ 名詞 cousin
36 いなか 名詞 country (side)
37 犬 いぬ 名詞 dog
38 いま 名詞 living room
39 今 いま 名詞 now
40 いみ 名詞 meaning
41 いもうと／いもうとさん 名詞 younger sister
42 入口 いりぐち 名詞 entrance
43 色 いろ 名詞 colour
44 ウイスキー 名詞 whisky
45 上 うえ 名詞 up, above
46 ウエートレス 名詞 waitress
47 うけつけ 名詞 reception
48 うさぎ 名詞 rabbit
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49 牛 うし 名詞 cow
50 後ろ うしろ 名詞 behind
51 うた 名詞 song
52 ＊ うち 名詞 house, home
53 うで 名詞 arm
54 うどん 名詞 noodles
55 馬 うま 名詞 horse
56 海 うみ 名詞 sea
57 うんてん（する） 名詞 to drive
58 うんてんしゅ 名詞 driver
59 うんどう（する） 名詞 (to do） exercise 
60 うんどうかい 名詞 sports meeting 
61 え 名詞 picture
62 エアコン 名詞 air conditioning
63 映画 えいが 名詞 film
64 映画館 えいがかん 名詞 cinema
65 英語 えいご 名詞 English
66 駅 えき 名詞 station
67 えさ 名詞 animal food
68 エスカレーター 名詞 escalator
69 えはがき 名詞 post card
70 エレベーター 名詞 lift
71 えんぴつ 名詞 pencil
72 おうふく（きっぷ） 名詞 return ticket
73 オートバイ 名詞 motor bike
74 お母さん おかあさん 名詞 mother
75 おかし 名詞 cake, sweet
76 お金 おかね 名詞 money
77 おきゃくさん 名詞 visitor, customer
78 おくさん 名詞 (other people's) wife 
79 おこめ／こめ 名詞 rice
80 おさけ／さけ 名詞 rice wine
81 おさら／さら 名詞 dish, plate
82 おじ 名詞 uncle
83 おじさん 名詞 uncle/middle-aged man
84 おじいさん 名詞 grand father/old man
85 おしょうがつ／しょうがつ 名詞 New Year
86 おしろ／しろ 名詞 castle
87 おそば／そば 名詞 noodles
88 おちゃ／ちゃ 名詞 tea
89 おつり／つり 名詞 change
90 おてあらい 名詞 toilet
91 お寺／寺 おてら／てら 名詞 temple
92 音 おと 名詞 sound, noise
93 お父さん おとうさん 名詞 father
94 おとうと／おとうとさん 名詞 younger brother
95 男 おとこ 名詞 man
96 男の子 おとこのこ 名詞 boy
97 ＊ 男の人 おとこのひと 名詞 man
98 おとしより／としより 名詞 old person
99 おととい 名詞 day before yesterday
100 大人 おとな 名詞 adult
101 おなか 名詞 stomach
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102 おにいさん 名詞 older brother
103 おねえさん 名詞 older sister
104 おば 名詞 aunt
105 おばさん 名詞 aunt/middle-aged lady
106 おばあさん 名詞 grand mother/old lady
107 おはし／はし 名詞 chopsticks
108 お話し中／話し中 （お）はなしちゅう 名詞 busy (phone)
109 おふろ／ふろ 名詞 bath
110 おべんとう／べんとう 名詞 (packed) lunch
111 おぼん／ぼん 名詞 "Bon" festival
112 おまつり／まつり 名詞 festival
113 おまわりさん 名詞 police man
114 おみやげ 名詞 souvenir
115 おやつ 名詞 snack
116 おゆ／ゆ 名詞 hot water
117 オレンジ 名詞 orange
118 おわり 名詞 end, finish
119 音楽 おんがく 名詞 music
120 おんせん 名詞 hot spring
121 女 おんな 名詞 woman
122 女の子 おんなのこ 名詞 girl
123 ＊ 女の人 おんなのひと 名詞 woman
124 カード 名詞 cars
125 会館 かいかん 名詞 meeting hall
126 かいがん 名詞 coast
127 かいぎ 名詞 meeting 
128 外国 がいこく 名詞 foreign country
129 外国語 がいこくご 名詞 foreign language
130 外国人 がいこくじん 名詞 foreigner
131 会社 かいしゃ 名詞 company
132 ＊ かいしゃいん 名詞 employee
133 会場 かいじょう 名詞 meeting place
134 階段 かいだん 名詞 staircase
135 会長 かいちょう 名詞 chair person
136 ガイド 名詞 guide
137 買物 かいもの 名詞 shopping
138 会話 かいわ 名詞 conversation
139 かお 名詞 face
140 化学 かがく 名詞 chemistry
141 かき 名詞 persimmon
142 かぎ 名詞 key
143 学生 がくせい 名詞 student
144 かさ 名詞 umbrella
145 火山 かざん 名詞 volcano
146 火事 かじ 名詞 fire
147 家事 かじ 名詞 house work
148 ＊ かず 名詞 number
149 ガス 名詞 gas
150 風 かぜ 名詞 wind
151 かぜ 名詞 a cold
152 カセット（テープ） 名詞 cassette tape
153 ガソリン（スタンド） 名詞 petrol (station)
154 家族／ご家族 かぞく／ごかぞく 名詞 family
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155 方 かた 名詞 person あの方（かた）
156 方 ほう 名詞 direction 北の方（ほう）
157 ＊ かたかな 名詞 katakana
158 かたみち（きっぷ） 名詞 one way (ticket)
159 かち 名詞 a win
160 学き がっき 名詞 school term ～がっき
161 学校 がっこう 名詞 school
162 家庭 かてい 名詞 house hold
163 かど 名詞 corner
164 家内 かない 名詞 (my) wife
165 金持ち かねもち 名詞 rich (person)
166 かばん 名詞 bag
167 かべ 名詞 wall
168 紙 かみ 名詞 paper
169 神 かみ 名詞 god
170 かみのけ／かみ 名詞 hair
171 カメラ 名詞 camera
172 かもく 名詞 school subject
173 火曜日 かようび 名詞 Tuesday
174 体 からだ 名詞 body
175 空手 からて 名詞 "karate"
176 カレーライス 名詞 curry and rice
177 ガレージ 名詞 garage
178 川 かわ 名詞 river
179 ～がわ（側） 名詞  -side 右側
180 ＊ かんがえ 名詞 thoughts, opinion
181 かんけい 名詞 connection, relation
182 かんこう（する） 名詞 (to) tour
183 かんごふ／かんごふさん 名詞 nurse
184 漢字 かんじ 名詞 Chinese characters
185 木 き 名詞 tree
186 ＊ きいろ 名詞 yellow きいろのノート
187 キオスク 名詞 kiosk
188 きかい 名詞 opportunity
189 きせつ 名詞 season
190 きそく 名詞 rule, regulation
191 北 きた 名詞 north
192 ギター 名詞 guitar
193 きっさてん 名詞 coffee shop
194 切手 きって 名詞 stamp
195 きっぷ 名詞 ticket
196 きのう 名詞 yesterday
197 気分 きぶん 名詞 condition
198 きみ 名詞 you
199 ぎむきょういく 名詞 compulsory education
200 気持ち きもち 名詞 feeling
201 きもの 名詞 Japanese clothing ="kimono"
202 キャンプ 名詞 camp
203 きゅうきゅうしゃ 名詞 ambulance
204 休日 きゅうじつ 名詞 holiday
205 牛肉 ぎゅうにく 名詞 beef
206 きゅうりょう 名詞 salary
207 今日 きょう 名詞 today

5  2007,2006JFLLC



GCSE Japanese Vocabulary List  B

208 教会 きょうかい 名詞 church
209 きょうかしょ 名詞 text book
210 教室 きょうしつ 名詞 classroom
211 きょうだい／ごきょうだい 名詞 brothers and sisters
212 きょうみ 名詞 interest
213 きょねん 名詞 last year
214 きり 名詞 fog
215 キリスト教 キリストきょう 名詞 Christianity
216 金魚 きんぎょ 名詞 goldfish
217 銀行 ぎんこう 名詞 bank
218 近所 きんじょ 名詞 neighbourhood
219 金曜日 きんようび 名詞 Friday
220 空気 くうき 名詞 air
221 くうこう 名詞 airport
222 くすり 名詞 medicine
223 くだもの 名詞 fruit
224 口 くち 名詞 mouth
225 くつ 名詞 shoe
226 くつした 名詞 socks
227 国 くに 名詞 country
228 くび 名詞 neck
229 くも 名詞 cloud
230 ＊ くもり 名詞 cloudy weather
231 クラシック 名詞 classic (music)
232 クラス 名詞 school class
233 クラブ 名詞 club
234 グランド／グラウンド 名詞 play ground
235 クリケット 名詞 cricket
236 クリスマス 名詞 Christmas
237 車 くるま 名詞 vehicle, car
238 ＊ 黒 くろ 名詞 black
239 けいかく（する） 名詞 (to) plan, project
240 けいけん（する） 名詞 (to) experience
241 けいざい 名詞 economy
242 けいさつ 名詞 police
243 ケーキ 名詞 cake
244 けいたい電話 けいたいでんわ 名詞 mobile phone
245 ゲーム（をする） 名詞 (to play) a game
246 けが（をする） 名詞 injury (to injure)
247 げき 名詞 (theatre) play 
248 今朝 けさ 名詞 this morning
249 けしき 名詞 view, scenery
250 けしゴム 名詞 rubber
251 月曜日 げつようび 名詞 Monday
252 けっか 名詞 result, outcome
253 けっこん（する） 名詞 to marry
254 けっこんしき 名詞 wedding
255 ～県 けん 名詞 prefecture 山口県
256 見学（する） けんがく（する） 名詞 (make a) study visit
257 げんかん 名詞 entrance porch
258 けんこう 名詞 health
259 見物（する） けんぶつ（する） 名詞 sightseeing
260 公園 こうえん 名詞 park
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261 こうがい（郊外） 名詞 suburb
262 こうがい（公害） 名詞 pollution
263 こうぎょう 名詞 industry, manufacture
264 高校 こうこう 名詞 senior high school
265 高校生 こうこうせい 名詞 senior high school student
266 こうこく 名詞 advertisement
267 こうさてん 名詞 cross road
268 こうじょう 名詞 factory
269 校長先生 こうちょうせんせい名詞 head teacher
270 こうつう 名詞 traffic, transport
271 校庭 こうてい 名詞 school yard
272 こうばん 名詞 police box
273 こえ 名詞 voice
274 コーヒー 名詞 coffee
275 コーラ 名詞 cola
276 ゴールデンウィーク 名詞 Golden Week
277 こおり 名詞 ice
278 国語 こくご 名詞 Japanese
279 こくさい 名詞 international
280 こくりつ 名詞 national
281 午後 ごご 名詞 p.m. afternoon
282 心 こころ 名詞 heart
283 こしょう 名詞 pepper
284 午前 ごぜん 名詞 a.m. morning
285 ＊ こたえ 名詞 answer
286 こたつ 名詞 Japanese low table with heater
287 ごちそう 名詞 good meal, banquet
288 こづつみ 名詞 parcel
289 コップ 名詞 glass
290 こと 名詞 thing, matter
291 今年 ことし 名詞 this year
292 ことば 名詞 word, language
293 子ども こども 名詞 child
294 このごろ 名詞 recently, these days
295 ごはん 名詞 meal
296 ごみ 名詞 rubbish, waste
297 ゴルフ 名詞 golf
298 今月 こんげつ 名詞 this month
299 コンサート 名詞 concert
300 今週 こんしゅう 名詞 this week
301 こんど 名詞 this time, next time
302 今晩 こんばん 名詞 this evening
303 コンピューター 名詞 computer
304 さいきん 名詞 recently
305 さいこう 名詞 highest
306 さいてい 名詞 lowest
307 さいふ 名詞 purse
308 魚 さかな 名詞 fish
309 さくぶん 名詞 essay, composition
310 さくら 名詞 cherry tree
311 さしみ 名詞 raw fish dish
312 さっか 名詞 writer
313 サッカー 名詞 football, soccer
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314 さとう 名詞 sugar
315 ざぶとん 名詞 cushion
316 サラダ 名詞 salad
317 サラリーマン 名詞 salaried person
318 さんぎょう 名詞 industry
319 ざんぎょう（する） 名詞 (to do) overtime
320 サンドイッチ 名詞 sandwich
321 さんぽ（する） 名詞 (to take) a walk,  a stroll
322 しあい 名詞 match, game
323 しお 名詞 salt
324 ＊ 時間 じかん 名詞 time
325 じかんわり 名詞 school timetable
326 しけん 名詞 exam
327 じこ 名詞 accident
328 じごく 名詞 hell
329 じこくひょう 名詞 train/bus timetable
330 しごと 名詞 work
331 じさつ（する） 名詞 (to commit) suicide
332 じしょ 名詞 dictionary
333 じしん 名詞 earthquake
334 下 した 名詞 under, below
335 じだい 名詞 age, era, time
336 下町 したまち 名詞 down town
337 しっぱい（する） 名詞 failure, blunder, (to fail)
338 しつもん（する） 名詞 (to) question
339 じてんしゃ 名詞 bicycle
340 自動車 じどうしゃ 名詞 motor car
341 じどうはんばいき 名詞 vending machine
342 しばふ 名詞 lawn
343 自分 じぶん 名詞 oneself
344 しま 名詞 island
345 じむしょ／オフィス 名詞 office
346 社会 しゃかい 名詞 society
347 じゃがいも 名詞 potato
348 写真 しゃしん 名詞 photograph
349 社長 しゃちょう 名詞 company president
350 シャツ 名詞 shirt 
351 シャワー 名詞 shower
352 じゃんけん（する） 名詞 (to play) scissors etc
353 じゆう 名詞 freedom
354 しゅうがくりょこう 名詞 school trip
355 しゅうかん 名詞 custom
356 しゅうごう（する） 名詞 gather(ing )
357 住所 じゅうしょ 名詞 address
358 じゅうどう 名詞 "judo"
359 ジュース 名詞 juice
360 しゅじん／ごしゅじん 名詞 husband
361 じゅぎょう 名詞 lesson
362 じゅく 名詞 crammer
363 しゅくだい 名詞 homework
364 しゅしょう 名詞 Prime Minister
365 しゅっぱつ（する） 名詞 (to depart), departure
366 しゅと 名詞 capital city
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367 しゅふ 名詞 housewife
368 しゅみ 名詞 hobby
369 じゅんび（する） 名詞 (to) prepare
370 しょうかい（する） 名詞 (to) introduce
371 小学生 しょうがくせい 名詞 primary school student
372 小学校 しょうがっこう 名詞 primary school 
373 しょうぎょう 名詞 commerce, business
374 しょうじ 名詞 sliding screen
375 しょうせつ 名詞 novel
376 しょうたい（する） 名詞 invitation (invite)
377 小人 しょうにん 名詞 child
378 じょうば 名詞 horse riding
379 少年 しょうねん 名詞 youth
380 しょうゆ 名詞 soy sauce
381 ジョギング（する） 名詞 (to) jog
382 食事（をする） しょくじ（をする） 名詞 (to eat) a meal
383 しょくどう 名詞 dining room
384 ＊ 女子 じょし 名詞 girl
385 しりつ 名詞 private
386 ＊ 白 しろ 名詞 white 
387 しんごう 名詞 signals
388 人口 じんこう 名詞 population
389 しんこんりょこう 名詞 honeymoon
390 しんしつ 名詞 bedroom
391 神社 じんじゃ 名詞 shrine
392 神道 しんとう 名詞 Shinto
393 新年 しんねん 名詞 new year
394 しんぱい（する） 名詞 (to be) worried
395 新聞 しんぶん 名詞 newspaper
396 すいえい 名詞 swimming
397 すいか 名詞 water melon
398 水曜日 すいようび 名詞 Wednesday
399 すうがく 名詞 maths
400 スーパー 名詞 supermarket
401 スープ 名詞 soup
402 スカート 名詞 skirt
403 スキー 名詞 skiing
404 すきやき 名詞 "sukiyaki"
405 すし／おすし 名詞 "sushi" "osushi"
406 ステーキ 名詞 steak
407 ステレオ 名詞 stereo
408 スト／ストライキ 名詞 strike
409 ストーブ 名詞 heater
410 ストレス 名詞 stress
411 スプーン 名詞 spoon
412 ズボン 名詞 trousers
413 すもう 名詞 sumo wrestling
414 スリッパ 名詞 slippers
415 せ（が高い・低い） 名詞 height (tall/short)
416 せいかつ（する） 名詞 lifestyle, (to live)
417 せいじ 名詞 politics
418 成人 せいじん 名詞 adult
419 せいせき 名詞 results, marks
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420 せいと 名詞 pupil
421 せいふ 名詞 government
422 せいふく 名詞 uniform
423 生物 せいぶつ 名詞 biology
424 セーター 名詞 sweater
425 せかい 名詞 world
426 せきにん 名詞 responsibility
427 せつめい（する） 名詞 (to) explain, explanation
428 せわ（をする） 名詞 (to) care, aid
429 ～せん（線） 名詞 line, track 山手線
430 先月 せんげつ 名詞 last month
431 せんしゅ 名詞 athlete, player
432 先週 せんしゅう 名詞 last week
433 先生 せんせい 名詞 teacher
434 せんそう 名詞 war
435 せんたく（を）（する） 名詞 (to) launder(y)
436 全部 ぜんぶ 名詞 all
437 そうじ（を）（する） 名詞 (to) clean
438 そうしき 名詞 funeral
439 そつぎょう（する） 名詞 (to) graduate 
440 外 そと 名詞 outside
441 そば 名詞 next to
442 ＊ そふ 名詞 grandfather
443 ＊ そぼ 名詞 grandmother
444 空 そら 名詞 sky
445 たいいく 名詞 physical education
446 たいいくかん 名詞 gym
447 大会 たいかい 名詞 assembly
448 大学 だいがく 名詞 university
449 大学生 だいがくせい 名詞 university student
450 たいし 名詞 ambassador
451 たいしかん 名詞 embassy
452 たいしょく（する） 名詞 (to) retire
453 たいそう（をする） 名詞 (to do) exercise
454 台所 だいどころ 名詞 kitchen
455 台風 たいふう 名詞 typhoon
456 タイプライター 名詞 typewriter
457 タクシー 名詞 taxi
458 ただ 名詞 free
459 たたみ 名詞 matting
460 たてもの 名詞 building
461 たに 名詞 valley
462 タバコ、たばこ 名詞 cigarettes
463 食べ物 たべもの 名詞 food
464 たまご 名詞 egg
465 たまねぎ 名詞 onion
466 男子 だんし 名詞 boy
467 たんじょうび 名詞 birthday
468 ダンス（をする） 名詞 (to) dance
469 だんち 名詞 block of flats
470 田んぼ たんぼ 名詞 rice field
471 チーム 名詞 team
472 ちかがい 名詞 underground shops
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473 近く ちかく 名詞 vicinity
474 地下鉄 ちかてつ 名詞 underground train
475 地図 ちず 名詞 map
476 父 ちち 名詞 father
477 地方 ちほう 名詞 region
478 ちゃいろ 名詞 brown ちゃいろのかばん

479 ちゃわん 名詞 rice bowl, tea cup
480 ちゅうい（する） 名詞 warning, caution (to pay attention)
481 中学生 ちゅうがくせい 名詞 middle school pupil
482 中学校 ちゅうがっこう 名詞 middle school 
483 昼食 ちゅうしょく 名詞 lunch
484 中心 ちゅうしん 名詞 centre
485 ちゅうもん（する） 名詞 (to) order
486 長女 ちょうじょ 名詞 oldest daughter
487 朝食 ちょうしょく 名詞 breakfast
488 長男 ちょうなん 名詞 oldest son
489 ちょきん（する） 名詞 saving, (to save money)
490 月 つき 名詞 moon
491 つぎ 名詞 next
492 月見 つきみ 名詞 moon viewing
493 つくえ 名詞 desk
494 つけもの 名詞 pickles
495 つごう 名詞 convenience
496 土 つち 名詞 earth
497 つもり 名詞 intention, purpose
498 つゆ 名詞 rainy season
499 つり（をする） 名詞 fishing
500 手 て 名詞 hand
501 ていねんたいしょく 名詞 retire at age limit
502 テープ 名詞 tape
503 テーブル 名詞 table
504 手紙 てがみ 名詞 letter
505 出口 でぐち 名詞 exit
506 デザート 名詞 desｓert
507 テスト 名詞 test
508 鉄道 てつどう 名詞 railway
509 テニス 名詞 tennis
510 デパート 名詞 department store
511 テレビ 名詞 television
512 てん（点） 名詞 mark, point
513 てんいん 名詞 shop assistant
514 天気 てんき 名詞 weather
515 電気 でんき 名詞 electricity
516 天気よほう てんきよほう 名詞 weather forecast
517 電車 でんしゃ 名詞 tram
518 でんち 名詞 battery
519 テント 名詞 a tent
520 でんとう 名詞 tradition
521 てんぷら 名詞 "tenpura"
522 電話（する） でんわ（する） 名詞 telephone (to make a telephone call)
523 ＊ 電話番号 でんわばんごう 名詞 telephone number
524 と 名詞 sliding door
525 ドア 名詞 door
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526 ＊ トイレ 名詞 toilet
527 同時 どうじ 名詞 same time
528 とうちゃく（する） 名詞 (to) arrive
529 動物 どうぶつ 名詞 animal
530 動物園 どうぶつえん 名詞 zoo
531 トースト 名詞 toast
532 時 とき 名詞 time
533 読書 どくしょ 名詞 reading
534 どくしん 名詞 unmarried
535 とけい 名詞 watch, clock
536 とこのま 名詞 alcove
537 所 ところ 名詞 place
538 年 とし 名詞 year, age
539 都市 とし 名詞 city
540 図書館 としょかん 名詞 library
541 とだな 名詞 cupboard
542 とちゅう 名詞 on the way
543 となり 名詞 next to
544 トマト 名詞 tomato
545 友達 ともだち 名詞 friend
546 土曜日 どようび 名詞 Saturday
547 トラック 名詞 truck, lorry
548 トランプ（をする） 名詞 (to play) cards
549 鳥 とり 名詞 bird
550 鳥肉 とりにく 名詞 chicken
551 とんカツ 名詞 pork cutlet
552 ナイフ 名詞 knife
553 中 なか 名詞 inside
554 なし 名詞 pear
555 夏 なつ 名詞 summer
556 ＊ 夏休み なつやすみ 名詞 summer holiday
557 なべ 名詞 pan, pot
558 生（の） なま（の） 名詞 raw, draught (beer)
559 名前 なまえ 名詞 name
560 なみだ 名詞 tears
561 におい 名詞 smell
562 肉 にく 名詞 meat
563 西 にし 名詞 west
564 日曜日 にちようび 名詞 Sunday
565 にっき 名詞 diary
566 ＊ 日本語 にほんご 名詞 the Japanese language
567 ＊ 日本人 にほんじん 名詞 Japanese people
568 にもつ 名詞 luggage
569 入学（する） にゅうがく（する） 名詞 (to) enter (school)
570 入場（料） にゅうじょう（りょう） 名詞 admission (fee)
571 ニュース 名詞 news
572 庭 にわ 名詞 garden
573 にんぎょう 名詞 doll
574 人間 にんげん 名詞 human beings
575 にんじん 名詞 carrots
576 ネクタイ 名詞 tie
577 ねこ 名詞 cat
578 ねずみ 名詞 mouse
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579 ねだん 名詞 price
580 ねつ 名詞 fever
581 ネットボール 名詞 netball
582 のうぎょう 名詞 farming
583 のうじょう 名詞 farm
584 ノート 名詞 notebook
585 のど 名詞 throat
586 飲物 のみもの 名詞 drink
587 のりもの 名詞 transport
588 は 名詞 tooth
589 パーティー 名詞 party
590 ハイキング 名詞 hiking
591 売店 ばいてん 名詞 kiosk
592 はがき 名詞 post card
593 はくぶつかん 名詞 museum
594 はこ 名詞 box
595 はさみ 名詞 scissors
596 はし 名詞 bridge, chopstics
597 場所 ばしょ 名詞 place
598 バス 名詞 bus
599 バスてい 名詞 bus (stop)
600 バスケットボール 名詞 basket ball
601 パスポート 名詞 passport
602 はたけ 名詞 field, vegetable plot
603 パトカー 名詞 patrol car
604 花 はな 名詞 flower
605 はな 名詞 nose
606 ＊ 話（をする） はなし（をする） 名詞 (to) talk, speech, story
607 バナナ 名詞 banana
608 花火 はなび 名詞 firework
609 花見 はなみ 名詞 flower viewing
610 母 はは 名詞 mother
611 はやし 名詞 a wood
612 春 はる 名詞 spring
613 ＊ はれ 名詞 clear weather
614 バレーボール 名詞 volleyball
615 半 はん 名詞 half
616 晩 ばん 名詞 evening
617 パン 名詞 bread
618 ハンカチ 名詞 handkerchief
619 ばんぐみ 名詞 programme
620 番号 ばんごう 名詞 number
621 晩ご飯 ばんごはん 名詞 evening meal
622 はんたい（する） 名詞 (to) oppose
623 半年 はんとし 名詞 half year
624 ハンバーガー 名詞 hamburger
625 半分 はんぶん 名詞 half
626 日 ひ 名詞 sun, day
627 ピアノ 名詞 piano
628 ビール 名詞 beer
629 東 ひがし 名詞 east
630 ひきわけ 名詞 a draw
631 ピクニック 名詞 picnic
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632 ひこうき 名詞 aeroplane
633 ひざ 名詞 knee
634 ビザ 名詞 visa
635 びじゅつ 名詞 art 
636 びじゅつかん 名詞 art gallery, art museum
637 左 ひだり 名詞 left
638 ひつじ 名詞 sheep
639 ビデオ 名詞 video
640 ビデオゲーム 名詞 video game
641 人 ひと 名詞 person
642 病院 びょういん 名詞 hospital
643 病気 びょうき 名詞 illness
644 ＊ ひらがな 名詞 hiragana
645 ビル 名詞 building
646 昼 ひる 名詞 noon
647 昼ご飯 ひるごはん 名詞 lunch
648 昼間 ひるま 名詞 day time
649 ピンク（の） 名詞 pink ピンクのリボン
650 プール 名詞 swimming pool
651 ふうとう 名詞 envelope
652 フォーク 名詞 fork
653 ふくしゅう（する） 名詞 (to do) revision
654 ふすま 名詞 sliding door
655 豚 ぶた 名詞 pig
656 豚肉 ぶたにく 名詞 pork
657 ふつう 名詞 generally, normally
658 ぶっきょう 名詞 Buddhism
659 物理 ぶつり 名詞 physics
660 ふでばこ 名詞 pencil case
661 ぶどう 名詞 grape
662 ふとん 名詞 bedding
663 ふね 名詞 ship
664 部分 ぶぶん 名詞 part
665 父母 ふぼ 名詞 parents
666 冬 ふゆ 名詞 winter
667 フライパン 名詞 frying pan
668 ブラウス 名詞 blouse
669 フレンチフライ 名詞 chips
670 プロ 名詞 professional
671 ふろば／おふろば 名詞 bathroom
672 文 ぶん 名詞 sentence
673 文化 ぶんか 名詞 culture
674 文学 ぶんがく 名詞 literature
675 平和 へいわ 名詞 peace
676 ベッド 名詞 bed
677 ペット 名詞 pet
678 部屋 へや 名詞 room
679 ペン 名詞 pen
680 勉強（する） べんきょう（する） 名詞 (to) study
681 へんじ（をする） 名詞 (to) reply
682 ペンフレンド 名詞 penfriend
683 方 ほう 名詞 side, direction
684 ぼうし 名詞 hat
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685 ボーナス 名詞 bonus
686 ホーム プラットホーム 名詞 platform
687 ホームルーム 名詞 homeroom
688 ボール 名詞 ball
689 ほか 名詞 other
690 ぼく 名詞 I (male)
691 ポスト 名詞 post box
692 ホッケー 名詞 hockey
693 ホテル 名詞 hotel
694 本 ほん 名詞 book
695 本屋 ほんや 名詞 book store 
696 本日 ほんじつ 名詞 this day
697 本当 ほんとう 名詞 true, real
698 ＊ 毎朝 まいあさ 名詞 every morning
699 ＊ 毎週 まいしゅう 名詞 every week
700 ＊ 毎月 まいつき／まいげつ名詞 every month
701 ＊ 毎日 まいにち 名詞 every day
702 ＊ 毎年 まいねん／まいとし 名詞 every year
703 ＊ 毎晩 まいばん 名詞 every night
704 前 まえ 名詞 in front, before
705 ＊ まけ 名詞 loss, defeat
706 まご 名詞 grandchild
707 町 まち 名詞 town
708 まど 名詞 window
709 まんいん 名詞 full, packed
710 まんが 名詞 comic, cartoon
711 みかん 名詞 tangerine
712 右 みぎ 名詞 right
713 水 みず 名詞 water
714 みずうみ 名詞 lake
715 店 みせ 名詞 shop
716 みそしる 名詞 miso soup
717 道 みち 名詞 road, way
718 みどり（の） 名詞 green みどりのペン
719 みな（さん）／みんな 名詞 everyone, all
720 みなと 名詞 harbour
721 南 みなみ 名詞 south
722 耳 みみ 名詞 ear
723 名字 みょうじ 名詞 surname
724 みんしゅく 名詞 B&B
725 むかし 名詞 in ancient times
726 むこう 名詞 over there
727 むすこ／むすこさん 名詞 son
728 むすめ／むすめさん 名詞 daughter
729 村 むら 名詞 village
730 目 め 名詞 eye
731 めいし 名詞 business card
732 めがね 名詞 glasses
733 メニュー 名詞 menu
734 メンバー 名詞 member
735 木曜日 もくようび 名詞 Thursday
736 物 もの 名詞 thing
737 物語 ものがたり 名詞 story
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738 もも 名詞 peach
739 もり 名詞 forest
740 モルモット 名詞 guinea pig
741 もんだい 名詞 problem
742 八百屋 やおや 名詞 greengrocer
743 やきゅう 名詞 baseball
744 やくそく（する） 名詞 (to) promise, appointment
745 やさい 名詞 vegetables
746 ＊ 休み やすみ 名詞 holiday
747 やね 名詞 roof
748 山 やま 名詞 mountain
749 山のぼり やまのぼり 名詞 climbing
750 ゆうがた 名詞 evening
751 友人 ゆうじん 名詞 friend
752 ユースホステル 名詞 youth hostel
753 ゆうびん 名詞 mail, post etc
754 ゆうびんきょく 名詞 post office
755 ゆうびんやさん 名詞 postman
756 ゆかた 名詞 light cotton robe
757 雪 ゆき 名詞 snow
758 ようじ 名詞 things to do, business
759 ＊ ようふう 名詞 Western style
760 ＊ ようふく 名詞 Western clothes
761 よっぱらい 名詞 drunkard
762 よてい 名詞 plan, schedule
763 よやく（する） 名詞 (to) reserve
764 夜 よる 名詞 night
765 ラーメン 名詞 "ｒaamen" noodles
766 来月 らいげつ 名詞 next month
767 来週 らいしゅう 名詞 next week
768 来年 らいねん 名詞 next year
769 ラグビー 名詞 rugby
770 ラジオ 名詞 radio
771 ラッシュアワー 名詞 rush hour
772 ラム 名詞 lamb
773 りか 名詞 science
774 りゅうがくせい 名詞 student abroad
775 りょう 名詞 dormitory
776 料金 りょうきん 名詞 fee
777 りょうしん／ごりょうしん 名詞 parents
778 料理（する） りょうり（する） 名詞 (to) cook
779 旅館 りょかん 名詞 inn
780 旅行（を）（する） りょこう（をする） 名詞 (to) travel
781 旅行会社 りょこうがいしゃ 名詞 travel company
782 りんご 名詞 apple
783 れいぞうこ 名詞 refridgerator
784 れきし 名詞 history
785 レコード 名詞 record
786 レストラン 名詞 restaurant
787 レンジ 名詞 microwave oven
788 れんしゅう（する） 名詞 (to) practice, exercise
789 レンタカー 名詞 hire car
790 れんらく（する） 名詞 (to) contact, inform
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791 ローマ字 ローマじ 名詞 Roman letters
792 ワープロ 名詞 word processor
793 ワイシャツ 名詞 shirt 
794 ワイン 名詞 wine
795 和食 わしょく 名詞 Japanese food
796 わすれもの 名詞 a thing left behind
797 私／わたし わたし 名詞 I
798 和風 わふう 名詞 Japanese style
799 ワンピース 名詞 one piece dress

固有名詞固有名詞固有名詞固有名詞　　　　Proper NounsProper NounsProper NounsProper Nouns　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 アジア 固有 Asia
2 アフリカ 固有 Africa
3 アメリカ 固有 America
4 イギリス 固有 the U.K.
5 英国 えいこく 固有 the U.K.
6 オーストラリア 固有 Australia
7 オランダ 固有 Holland
8 九州 きゅうしゅう 固有 Kyushu
9 四国 しこく 固有 Shikoku
10 スペイン 固有 Spain
11 ドイツ 固有 Germany
12 ニュージーランド 固有 New Zealand
13 フランス 固有 France
14 平成 へいせい 固有 Heisei era
15 本州 ほんしゅう 固有 Honshu
16 ヨーロッパ 固有 Europe
17 ロシア 固有 Russia
18 ＊ ロンドン 固有 London
19 京都 きょうと 固有 Kyoto
20 中国 ちゅうごく 固有 China
21 東京 とうきょう 固有 Tokyo
22 ＊ 日本 にほん 固有 Japan
23 北海道 ほっかいどう 固有 Hokkaido

イイイイ形容詞  形容詞  形容詞  形容詞  IIII----AdjectivesAdjectivesAdjectivesAdjectives　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 青い あおい イ形 blue ～
2 赤い あかい イ形 red　～
3 明るい あかるい イ形 light, bright
4 あたたかい イ形 warm
5 新しい あたらしい イ形 new
6 あつい（暑い） イ形 hot
7 あつい（熱い） イ形 hot (to touch)
8 あぶない イ形 dangerous
9 あまい イ形 sweet
10 いい／よい イ形 good
11 いそがしい イ形 busy
12 いたい イ形 pain
13 うつくしい イ形 beautiful
14 うるさい イ形 noisy
15 うれしい イ形 happy, glad
16 おいしい イ形 delicious
17 多い おおい イ形 many, numerous
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18 大きい おおきい イ形 big, large
19 おかしい イ形 funny, strange
20 おそい イ形 late, slow
21 おとなしい イ形 quiet, well-behaved
22 おもい イ形 heavy
23 おもしろい イ形 interesting
24 かなしい イ形 sad, sorrowful
25 からい イ形 hot, peppery
26 かるい イ形 light (weight)
27 かわいい イ形 pretty, cute
28 きたない イ形 dirty, untidy
29 きいろい イ形 yellow ～
30 きびしい イ形 strict, tough harsh
31 くらい イ形 dark
32 黒い くろい イ形 black ～
33 こわい イ形 strict (afraid)
34 さびしい イ形 sad, lonely
35 さむい イ形 cold
36 白い しろい イ形 white ～
37 すっぱい イ形 sour
38 少ない すくない イ形 few, not many
39 すごい イ形 great (slang)
40 すずしい イ形 cool
41 すばらしい イ形 wonderful
42 せまい イ形 narrow
43 高い たかい イ形 tall, expensive
44 ただしい イ形 correct
45 楽しい たのしい イ形 happy, enjoyable
46 小さい ちいさい イ形 small
47 近い ちかい イ形 near
48 ＊ ちゃいろい イ形 brown ～
49 つまらない イ形 boring
50 つめたい イ形 cold (to touch)
51 強い つよい イ形 strong
52 とおい イ形 far
53 長い ながい イ形 long
54 にがい イ形 bitter
55 ねむい イ形 sleepy
56 はずかしい イ形 embarrassed
57 はやい（速い） イ形 fast
58 はやい（早い） イ形 early
59 ひくい イ形 low
60 広い ひろい イ形 wide, spacious
61 ＊ ふとい イ形 fat, thick
62 古い ふるい イ形 old
63 ＊ ほそい イ形 thin, fine, slender, narrow
64 ほしい イ形 want
65 まずい イ形 distasteful
66 まずしい イ形 poor
67 まるい イ形 round
68 みじかい イ形 short
69 むしあつい イ形 hot and humid
70 むずかしい イ形 difficult
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71 めずらしい イ形 rare, unusual
72 やさしい イ形 easy, kind
73 安い やすい イ形 cheap
74 よわい イ形 weak
75 わかい イ形 young
76 わるい イ形 bad

ナナナナ形容詞  形容詞  形容詞  形容詞  NANANANA----AdjectivesAdjectivesAdjectivesAdjectives　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 安ぜん（な） ナ形 safe
2 いや（な） ナ形 terrible, dislike(d)
3 いろいろ（な） ナ形 various
4 同じ おなじ ナ形 the same 同じ～
5 かんたん（な） ナ形 simple
6 きらい（な） ナ形 dislike
7 きれい（な） ナ形 beautiful, clean
8 けっこう（な） ナ形 good, fine
9 けんこう（な） ナ形 healthy
10 げんき（な） ナ形 healthy
11 ざんねん（な） ナ形 regret
12 しつれい（な） ナ形 rude
13 ＊ じゆう（な） ナ形 free
14 しずか（な） ナ形 quiet, calm
15 じゃま（な） ナ形 nuisance
16 上手(な) じょうず（な） ナ形 skill (full)
17 親切（な） しんせつ（な） ナ形 kind
18 すき（な） ナ形 like favourite
19 すてき（な） ナ形 fabulous
20 だいじょうぶ（な） ナ形 alright, safe
21 ＊ だいすき（な） ナ形 favourite
22 大切（な） たいせつ（な） ナ形 important, valuable
23 ＊ たいへん（な） ナ形 serious, hard 
24 だめ（な） ナ形 useless
25 てきとう（な） ナ形 suitable
26 ていねい（な） ナ形 polite, careful
27 とくい（な） ナ形 be good at, be proud of
28 とくべつ（な） ナ形 special
29 にぎやか（な） ナ形 lively, bustling
30 ハンサム（な） ナ形 handsome
31 ひま（な） ナ形 free time, leisure
32 びんぼう（な） ナ形 poor
33 ふべん（な） ナ形 inconvenient
34 平気（な） へいき（な） ナ形 calm
35 ＊ 平和（な） へいわ（な） ナ形 peaceful
36 へた（な） ナ形 unskilful
37 へん（な） ナ形 strange
38 べんり（な） ナ形 convenient
39 まじめ（な） ナ形 serious, diligent
40 むり（な） ナ形 unreasonable, impossible
41 有名（な） ゆうめい（な） ナ形 famous
42 ゆたか（な） ナ形 wealthy, plentiful
43 らく（な） ナ形 comfortable, easy
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動詞動詞動詞動詞　　　　VerbsVerbsVerbsVerbs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 会う あう 動詞 to meet
2 上がる あがる 動詞 to go up, enter
3 あく 動詞 to open
4 あける 動詞 to open something
5 ＊ 上げる あげる 動詞 to lift, raise  
6 あげる（人に物を） 動詞 to give
7 あそぶ 動詞 to play, muck about
8 ＊ あつまる 動詞 to gather
9 あつめる 動詞 to collect
10 あらう 動詞 to wash
11 ある 動詞 to be
12 ＊ ある 動詞 to have
13 あるく 動詞 to walk
14 言う いう 動詞 to say, be called
15 行く いく 動詞 to go
16 いそぐ 動詞 to hurry
17 いただく 動詞 to receive
18 いらっしゃる 動詞 to be, come, go
19 いる（います） 動詞 to be
20 ＊ いる（います） 動詞 to have
21 いる（いります） 動詞 to need
22 入れる いれる 動詞 to put in
23 うえる 動詞 to plant
24 うける 動詞 to sit exams, to receive
25 うたう 動詞 to sing
26 うつ 動詞 to hit, bang
27 生まれる うまれる 動詞 to be born
28 売る うる 動詞 to sell
29 えらぶ 動詞 to choose
30 おきる 動詞 to get up
31 おく 動詞 to put
32 おくる 動詞 to send
33 おくれる 動詞 to be late
34 おこる 動詞 to get angry
35 教える おしえる 動詞 to teach
36 おちる 動詞 to fall,  fail
37 ＊ おとす 動詞 to drop
38 おぼえる 動詞 to remember, memorise
39 思い出す おもいだす 動詞 to recall
40 思う 動詞 to think
41 およぐ 動詞 to swim
42 おりる 動詞 to get off
43 おわる 動詞 to end, to finish
44 かう 動詞 to keep animals
45 買う かう 動詞 to buy
46 かえす 動詞 to return, give back
47 帰る かえる 動詞 to return, go home
48 かかる　（時間が） 動詞 to take (time)
49 かく 動詞 to draw
50 書く かく 動詞 to write
51 かこむ 動詞 to surround
52 かす 動詞 to lend
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53 かぞえる 動詞 to count
54 かたづける 動詞 to tidy, clean up
55 ＊ かつ 動詞 to win
56 かぶる 動詞 to wear (on head)
57 かりる 動詞 to borrow
58 かわく 動詞 to become dry
59 かわる 動詞 to change
60 かんがえる 動詞 to think, consider
61 かんじる 動詞 to feel
62 がんばる 動詞 to try hard
63 聞く きく 動詞 to hear, listen, ask
64 聞こえる きこえる 動詞 to/can be heard
65 ＊ きまる 動詞 be decided
66 きめる 動詞 to decide, fix
67 切る きる 動詞 to cut
68 きる 動詞 to wear
69 くださる 動詞 to give (me/us)
70 くもる 動詞 to become cloudy
71 くらべる 動詞 to compare
72 来る くる 動詞 to come
73 くれる 動詞 to give (me/us)
74 けす 動詞 to turn off
75 こたえる 動詞 to answer
76 ごちそう する 動詞 to treat
77 こまる 動詞 to be at a loss
78 こむ 動詞 to be crowded
79 ころぶ 動詞 to fall over
80 こわす 動詞 to break
81 こわれる 動詞 to be broken
82 さがす 動詞 to look for
83 下がる さがる 動詞 to go down
84 さく 動詞 to bloom
85 ＊ 下げる さげる 動詞 let down
86 さす 動詞 to point
87 しぬ 動詞 to die
88 しまる 動詞 to be closed
89 しめる 動詞 to close
90 知らせる しらせる 動詞 to inform, tell
91 しらべる 動詞 to check, research
92 知る しる 動詞 to know
93 しんじる 動詞 to believe
94 すう 動詞 to smoke
95 すく 動詞 to become empty
96 すてる 動詞 to throw away
97 住む すむ 動詞 to live
98 する 動詞 to do
99 すわる 動詞 to sit down
100 たく　 動詞 to cook (rice)
101 出す だす 動詞 to put out, spend
102 たすける 動詞 to help
103 たつ 動詞 to stand
104 たてる 動詞 to build, erect
105 ＊ たてる 動詞 to stand something
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106 たのむ 動詞 to ask, request
107 食べる たべる 動詞 to eat
108 ためる 動詞 to save up
109 ちがう 動詞 to be different, wrong
110 つかう 動詞 to use
111 つかれる 動詞 to be tired
112 つく 動詞 to arrive, reach
113 つくる 動詞 to make
114 つける（スイッチを） 動詞 to turn on
115 つたえる 動詞 to convey a message
116 ＊ つづく 動詞 to be continued
117 つづける 動詞 to continue 
118 つつむ 動詞 to wrap
119 つとめる 動詞 to be employed
120 つれていく 動詞 to take (person)
121 つれてくる 動詞 to bring (person)
122 出かける でかける 動詞 to set out, depart
123 できる 動詞 can, be able to
124 手つだう てつだう 動詞 to help, assist
125 出る でる 動詞 to go out
126 とおる 動詞 to pass through
127 とおる 動詞 to pass (exam)
128 とじる 動詞 to close
129 とどける 動詞 to deliver
130 とまる（泊まる） 動詞 to stay
131 とまる（止まる） 動詞 to stop
132 とめる（止める） 動詞 to stop something
133 とる 動詞 to catch, take
134 なおす（直す） 動詞 to fix, mend
135 なおす（治す） 動詞 to cure
136 なおる（治る） 動詞 to be cured
137 なく 動詞 to cry
138 なくなる 動詞 pass away, disappear
139 なげる 動詞 to throw
140 ならう 動詞 to learn
141 ならぶ 動詞 to be lined up
142 ＊ ならべる 動詞 to line up
143 成る なる 動詞 to become
144 ぬぐ 動詞 to take off
145 ねる 動詞 to go to bed
146 のぼる 動詞 to climb
147 飲む のむ 動詞 to drink
148 のりかえる 動詞 to change trains etc
149 のる 動詞 to get (ride) on
150 入る はいる 動詞 to enter
151 はく 動詞 to wear (below belt) ズボン、くつ
152 はじまる 動詞 to start, begin
153 はじめる 動詞 to start, begin something
154 はしる 動詞 to run
155 働く はたらく 動詞 to work
156 話す はなす 動詞 to talk, speak
157 はやる 動詞 to be popular
158 はらう 動詞 to pay
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159 はれる 動詞 to become clear/fine
160 ひく（引く） 動詞 to pull
161 ひく（弾く） 動詞 to play(the piano, guitar,…)
162 びっくりする 動詞 to be surprised
163 ふえる 動詞 to increase in number
164 ふく 動詞 to wipe
165 ふく 動詞 to blow
166 ふとる 動詞 to become fat
167 ふる 動詞 to fall  (rain, snow)
168 まがる 動詞 to turn
169 まける 動詞 to lose
170 まちがえる 動詞 to make a mistake
171 待つ まつ 動詞 to wait
172 学ぶ まなぶ 動詞 to study, learn
173 まにあう 動詞 to be on time
174 まもる 動詞 to keep, preserve
175 見える みえる 動詞 to be visible
176 見おくる みおくる 動詞 to see off
177 みがく 動詞 to polish, to brush
178 見せる みせる 動詞 to show
179 見つける みつける 動詞 to find
180 見る みる 動詞 to see
181 持つ もつ 動詞 to have, hold
182 持って行く もっていく 動詞 to take
183 持って来る もってくる 動詞 to bring
184 もらう 動詞 to receive
185 やく 動詞 to grill, roast, bake
186 休む やすむ 動詞 to rest, take holiday
187 やせる 動詞 to lose weight
188 やぶる 動詞 to tear, break
189 やむ 動詞 to stop (raining, snowing)
190 やる 動詞 to give
191 やめる 動詞 to stop, leave
192 よう 動詞 to get drunk
193 よぶ 動詞 to call, invite
194 読む よむ 動詞 to read
195 よろこぶ 動詞 to be pleased
196 わかす 動詞 to heat up
197 わかる 動詞 to understand
198 わかれる 動詞 to be divided, part
199 わすれる 動詞 to forget
200 わたる 動詞 to cross
201 わらう 動詞 to laugh

　　　（　　　（　　　（　　　（名詞名詞名詞名詞＋＋＋＋するするするする　　　　　　　　NounNounNounNoun＋＋＋＋SuruSuruSuruSuru）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 安心する あんしん（する） 動詞 to be relieved
2 あんないする 動詞 to guide, show around
3 いっぱくする 動詞 to stay the night
4 うんてんする 動詞 to drive
5 うんどうする 動詞 to do exercise 
6 かんこうする 動詞 to tour
7 けいかくする 動詞 to plan, project
8 けいけんする 動詞 to experience
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9 けっこんする 動詞 to marry
10 見学する けんがく（する） 動詞 to make a study visit
11 見物する けんぶつ（する） 動詞 to go sightseeing
12 ざんぎょうする 動詞 to do overtime
13 さんぽする 動詞 to take a walk,  a stroll
14 じさつする 動詞 to commit suicide
15 しっぱいする 動詞 to fail
16 しつもんする 動詞 to make a question
17 じゃんけんする 動詞 to play scissors etc
18 しゅうごうする 動詞 to gather
19 しゅっぱつする 動詞 to depart
20 じゅんびする 動詞 to prepare
21 しょうかいする 動詞 to introduce
22 しょうたいする 動詞 to invite
23 ジョギングする 動詞 to jog
24 しんぱいする 動詞 to be worried
25 せいかつする 動詞 to live
26 せつめいする 動詞 to explain
27 せんたくする 動詞 to do laundery
28 そうじする 動詞 to clean
29 そつぎょうする 動詞 to graduate 
30 たいしょくする 動詞 to retire
31 ちゅういする 動詞 to be careful, to warn
32 ちゅうもんする 動詞 to order
33 ちょきんする 動詞 to save money
34 電話する でんわ（する） 動詞 to make a telephone call
35 とうちゃくする 動詞 to arrive
36 入学する にゅうがく（する） 動詞 to enter school
37 はんたいする 動詞 to oppose
38 ふくしゅうする 動詞 to do revision
39 勉強する べんきょう（する） 動詞 to study
40 やくそくする 動詞 to promise, to make an appointment
41 よやくする 動詞 to reserve
42 料理する りょうり（する） 動詞 to cook
43 旅行する りょこう(する) 動詞 to travel
44 れんしゅうする 動詞 to practice, to exercise
45 れんらくする 動詞 to contact, to inform

　　　（　　　（　　　（　　　（そのそのそのその他他他他のののの表現表現表現表現　　　　　　　　Other expressions Other expressions Other expressions Other expressions ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 あじがする - to taste
2 ゲームをする - to play a game
3 けがをする - to injure
4 食事をする しょくじ（をする） - to eat a meal
5 せわをする - to  care
6 たいそうをする - to do exercise
7 ダンスをする - to dance
8 つりをする - to fish
9 トランプをする - to play cards
10 ＊ 話をする はなし（をする） - to talk, speech, story
11 へんじをする - to reply
12 キャンプに行く キャンプにいく その他 to go camping
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13 気をつける き（をつける） その他 to be careful
14 できている その他 to be made
15 手に入れる てにいれる その他 to obtain
16 テントをはる その他 to pitch a tent
17 なみだをながす その他 to shed tears = to cry
18 にっきをつける その他 to keep a diary
19 むかえに行く むかえにいく その他 to go to welcome
20 めがねをかける その他 to wear glasses

おなかがいっぱい その他 to be full
21 おなかがすく その他 to feel hungry
22 おふろに入る おふろにはいる その他 to get in bath
23 かぜをひく その他 to catch a cold
24 じしょをひく その他 (to search) dictionary
25 しばふをかる その他 (to cut) lawn
26 写真をとる しゃしんをとる その他 to take photograph
27 シャワーをあびる その他 to take shower

副詞  副詞  副詞  副詞  AdverbsAdverbsAdverbsAdverbs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 あまり 副詞 not so
2 一番 いちばん 副詞 most
3 いつか 副詞 some day
4 いっしょ（に） 副詞 together
5 いっしょうけんめい 副詞 diligently
6 いっぱい 副詞 full
7 いつも 副詞 always
8 かならず 副詞 without fail
9 かなり 副詞 fairly, somewhat
10 きっと 副詞 undoubtedly
11 しばらく 副詞 for some time
12 じゅうぶん 副詞 enough, sufficient
13 すぐ 副詞 immediately
14 少し すこし 副詞 few, little
15 ずっと 副詞 much more, all the time
16 ぜひ 副詞 definitely
17 ぜんぜん 副詞 (not) at all
18 だいたい 副詞 generally, more or less
19 たいてい 副詞 mostly, usually
20 だいぶ 副詞 considerably, a lot
21 たいへん 副詞 very
22 たくさん 副詞 many, much
23 たとえば 副詞 for example
24 だんだん 副詞 gradually
25 ちょうど 副詞 exactly, just
26 ちょっと 副詞 a little
27 どうぞ 副詞 please
28 ときどき 副詞 sometimes
29 とても 副詞 very
30 はっきり 副詞 clearly
31 まず 副詞 firstly
32 また 副詞 again
33 ＊ まだ 副詞 yet, still
34 まっすぐ 副詞 straight, ahead
35 ＊ もう 副詞 already
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36 もちろん 副詞 of course
37 もっと 副詞 more
38 ゆっくり 副詞 slowly, at leisure
39 よく 副詞 well
40 よく 副詞 often

疑問詞疑問詞疑問詞疑問詞　　　　Interrogatives Interrogatives Interrogatives Interrogatives ((((Question WordsQuestion WordsQuestion WordsQuestion Words))))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 いかが 疑問詞 how
2 ＊ いくつ 疑問詞 how many
3 いくら 疑問詞 how much
4 いつ 疑問詞 when
5 だれ 疑問詞 who
6 ＊ どう 疑問詞 how
7 ＊ どうして 疑問詞 why
8 どうやって 疑問詞 how
9 どこ 疑問詞 where
10 ＊ どちら 疑問詞 which (one of two)
11 どなた 疑問詞 who  (polite)
12 ＊ どの～ 疑問詞 which ～
13 ＊ どれ 疑問詞 which (one of more than three)
14 どんな 疑問詞 what kind of
15 なぜ 疑問詞 why
16 何 なに 疑問詞 what

指示詞指示詞指示詞指示詞　　　　Demonstratives Demonstratives Demonstratives Demonstratives ((((KoKoKoKo////SoSoSoSo////AAAA))))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 あそこ 指示詞 over there
2 ＊ あちら 指示詞 that
3 ＊ あの 指示詞 that ～ over there
4 あれ 指示詞 that over there
5 ここ 指示詞 here
6 こちら 指示詞 this
7 ＊ この 指示詞 this
8 これ 指示詞 this
9 そこ 指示詞 there
10 ＊ そちら 指示詞 that
11 ＊ その 指示詞 the, that 
12 それ 指示詞 it, that

接続詞接続詞接続詞接続詞　　　　ConjunctionsConjunctionsConjunctionsConjunctions　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 すると 接続詞 thereupon
2 そして 接続詞 and
3 だから 接続詞 therefore
4 ＊ でも 接続詞 but

数詞  数詞  数詞  数詞  Numerals Numerals Numerals Numerals ((((Numbers and CountersNumbers and CountersNumbers and CountersNumbers and Counters))))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 ＊ れい 数詞 zero
2 ＊ ゼロ 数詞 zero
3 一 いち 数詞 one
4 二 に 数詞 two
5 三 さん 数詞 three
6 四 し 数詞 four
7 四 よん 数詞 four
8 五 ご 数詞 five
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9 六 ろく 数詞 six
10 七 しち 数詞 seven
11 七 なな 数詞 seven
12 八 はち 数詞 eight
13 九 く 数詞 nine
14 九 きゅう 数詞 nine
15 ＊ 十 じゅう 数詞 ten
16 ＊ 十一 じゅういち 数詞 eleven
17 ＊ 十二 じゅうに 数詞 twelve
18 ＊ 百 ひゃく 数詞 one hundred
19 ＊ 千 せん 数詞 one thousand

20 ＊ 一つ ひとつ 数詞 one
21 ＊ 二つ ふたつ 数詞 two
22 ＊ 三つ みっつ 数詞 three
23 ＊ 四つ よっつ 数詞 four
24 ＊ 五つ いつつ 数詞 five 
25 ＊ 六つ むっつ 数詞 six
26 ＊ 七つ ななつ 数詞 seven
27 ＊ 八つ やっつ 数詞 eight
28 ＊ 九つ ここのつ 数詞 nine
29 ＊ 十 とお 数詞 ten

30 ＊ 一月 いちがつ 数詞 January
31 ＊ 二月 にがつ 数詞 February
32 ＊ 三月 さんがつ 数詞 March
33 ＊ 四月 しがつ 数詞 April
34 ＊ 五月 ごがつ 数詞 May
35 ＊ 六月 ろくがつ 数詞 June
36 ＊ 七月 しちがつ 数詞 July
37 ＊ 八月 はちがつ 数詞 August
38 ＊ 九月 くがつ 数詞 September
39 ＊ 十月 じゅうがつ 数詞 October
40 ＊ 十一月 じゅういちがつ 数詞 November
41 ＊ 十二月 じゅうにがつ 数詞 December

42 ＊ 一日 ついたち 数詞 the first (date)
43 ＊ 二日 ふつか 数詞 second (date)
44 ＊ 三日 みっか 数詞 third (date)
45 ＊ 四日 よっか 数詞 fourth (date)
46 ＊ 五日 いつか 数詞 fifth (date)
47 ＊ 六日 むいか 数詞 sixth (date)
48 ＊ 七日 なのか 数詞 seventh (date)
49 ＊ 八日 ようか 数詞 eighth (date)
50 ＊ 九日 ここのか 数詞 ninth (date)
51 ＊ 十日 とおか 数詞 tenth (date)
52 ＊ 十一日 じゅういちにち 数詞 eleventh (date)
53 ＊ 十二日 じゅうににち 数詞 twelfth (date)
54 ＊ 十三日 じゅうさんにち 数詞 thirteenth (date)
55 ＊ 十四日 じゅうよっか 数詞 fourteenth (date)
56 ＊ 十五日 じゅうごにち 数詞 fifteenth (date)
57 ＊ 十六日 じゅうろくにち 数詞 sixteenth (date)
58 ＊ 十七日 じゅうしちにち 数詞 seventeenth (date)
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59 ＊ 十八日 じゅうはちにち 数詞 eighteenth (date)
60 ＊ 十九日 じゅうくにち 数詞 nineteenth (date)
61 ＊ 二十日 はつか 数詞 twentieth (date)
62 ＊ 二十一日 にじゅういちにち 数詞 twenty-first (date)
63 ＊ 二十二日 にじゅうににち 数詞 twenty-second (date)
64 ＊ 二十三日 にじゅうさんにち 数詞 twenty-third (date)
65 ＊ 二十四日 にじゅうよっか 数詞 twenty-fourth (date)
66 ＊ 二十五日 にじゅうごにち 数詞 twenty-fifth (date)
67 ＊ 二十六日 にじゅうろくにち 数詞 twenty-sixth (date)
68 ＊ 二十七日 にじゅうしちにち 数詞 twenty-seventh (date)
69 ＊ 二十八日 にじゅうはちにち 数詞 twenty-eighth (date)
70 ＊ 二十九日 にじゅうくにち 数詞 twenty-ninth (date)
71 ＊ 三十日 さんじゅうにち 数詞 thirtieth (date)
72 ＊ 三十一日 さんじゅういちにち 数詞 thirty-first (date)

73 ＊ 一人 ひとり 数詞 one person
74 ＊ 二人 ふたり 数詞 two people

75 ＊ はたち（二十歳） 数詞 twenty years old

76 ～十 ～じゅう 数詞 10 (unit) 二十、三十
77 ～百 ～ひゃく 数詞 100 (unit) 二百、三百
78 ～千 ～せん 数詞 1000 (unit) 二千、三千
79 ～万 ～まん 数詞 10000　(unit) 一万、二万
80 ～おく（億） 数詞 100 million　(unit) 一億、二億

81 ～階だて（の家） ～かいだて 数詞  -storied house
82 ～月 ～がつ 数詞 month (name)
83 ～か月 ～かげつ 数詞 number of months
84 ～キロ(グラム) 数詞 kilo (gram)
85 ～キロ(メートル) 数詞 kilo (metre)
86 ＊ ～こ（個） 数詞 counter for small things
87 ～才 ～さい 数詞 years old
88 ～さつ（冊） 数詞 books counter
89 ～じょう 数詞 counter for pills
90 ～センチ（メートル） 数詞 centimetre
91 ～丁目 ～ちょうめ 数詞 block 西町5丁目
92 ～てん（点） 数詞 marks
93 ～ど（度） 数詞 degree
94 ～年 ～ねん 数詞 years counter 2007年
95 ～年生 ～ねんせい 数詞 school year counter 8年生
96 ～パーセント 数詞 percent
97 ～はい／ばい／ぱい（杯） 数詞 cup/glassfuls
98 ～番線 ～ばんせん 数詞 track, platform 9番線
99 ～日 ～にち 数詞 days counter
100 ＊ ～ひき／びき／ぴき 数詞 counter for small animals
101 ～分 ～ふん、ぷん 数詞 minute
102 ～ページ 数詞 page
103 ～ペンス 数詞 pence
104 ＊ ～本 ～ほん／ぼん／ぽん 数詞 counter for thin and long things
105 ～ポンド 数詞 pounds
106 ＊ ～まい 数詞 counter for thin and flat things
107 ～メートル 数詞 metres
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108 ～円 ～えん 数詞 yen 
109 ＊ ～回 ～かい 数詞 counter (times)
110 ～階 ～かい 数詞 counter (floor, story)
111 ～時 ～じ 数詞  o'clock
112 ～時間 ～じかん 数詞  hour (duration)
113 ～時間目 ～じかんめ 数詞  -th hour (for school timetable)
114 ～週間 ～しゅうかん 数詞 weeks counter
115 ～人 ～にん 数詞 people counter
116 ＊ ～台 ～だい 数詞 counter for vehicles & machines
117 ～目 ～め 数詞  -th 三つ目、二回目

そのそのそのその他他他他　　　　OthersOthersOthersOthers　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（　　　（　　　（　　　（SuffixesSuffixesSuffixesSuffixes, , , , etcetcetcetc....）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 ～行（き） ～ゆき その他 bound for ロンドン行き
2 ～海 ～かい その他  -Sea 日本海
3 ～川 ～かわ、がわ その他  -River テムズ川
4 ～区 ～く その他 ward 北区
5 ～ぐらい／くらい その他 about 10人ぐらい
6 ～くん その他 after male names トムくん、山田くん

7 ～こ（湖） その他 Lake- 川口湖、ネス湖
8 ～語 ～ご その他 language ドイツ語
9 ～ごろ その他 about, around 5時ごろ
10 ～さま（様） その他 after names　（formal) 山田花子様
11 ～さん その他 after names ケリーさん
12 ～山 ～さん その他 Mount- ふじ山
13 ～市 ～し その他  - City さいたま市
14 ～所 ～しょ／じょ その他 place あんない所
15 ～人 ～じん その他 (nationality) イタリア人
16 ～すぎる その他 too ～, over ～ 大きすぎる
17 ～ずつ その他 each 一つずつ
18 ～たち その他 plural suffix(people & animals)せいとたち
19 ～ちゃん その他 after names キティちゃん
20 ～半球 ～はんきゅう その他 hemisphere 南半球、北半球
21 ～屋 ～や その他 shop 本屋、魚屋
22 ～曜日 ～ようび その他 day of the week
23 ～だけ その他 only
24 ～ため その他 purpose, reason
25 ～方 ～かた その他 the way (to do) 手紙の書き方
26 毎～ まい～ その他 every

　　　（　　　（　　　（　　　（Expressions for conversationExpressions for conversationExpressions for conversationExpressions for conversation）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1 いいえ その他 no
2 ええ その他 yes
3 おめでとう その他 congratulations
4 どうも（ありがとう） その他 thanks
5 はい その他 yes
6 もしもし その他 hello (phone)
7 ようこそ その他 welcome
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