
GCSE Japanese Vocabulary List by Topic 

Ⅱ(1)  School life and routine
TopicTopicTopicTopic：：：： Education, training and employmemntEducation, training and employmemntEducation, training and employmemntEducation, training and employmemnt
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： School life and routineSchool life and routineSchool life and routineSchool life and routine

学校学校学校学校（（（（がっこうがっこうがっこうがっこう））））
＊ きょういく 教育 education

学校 がっこう school
小学校 しょうがっこう primary school 
中学校 ちゅうがっこう middle school 
高校 こうこう senior high school
大学 だいがく university
こくりつ national
しりつ private
ぎむきょういく compulsory education
じゅく crammer

人人人人（（（（ひとひとひとひと））））
せいと pupil
学生 がくせい student
りゅうがくせい student abroad
先生 せんせい teacher
校長先生 こうちょうせんせい head teacher

小学生 しょうがくせい primary school student
中学生 ちゅうがくせい middle school pupil
高校生 こうこうせい senior high school student
大学生 だいがくせい university student
～年生 ～ねんせい ＜counter＞　school year　

友だち ともだち friend
男の子 おとこのこ boy
女の子 おんなのこ girl
男子 だんし boy

＊ 女子 じょし girl
みな（さん） everyone, all

たてものたてものたてものたてもの
たてもの building

＊ こうしゃ schoolhouse, school building
うけつけ reception

＊ 校長室 こうちょうしつ the principal's office
＊ しょくいん室 しょくいんしつ theacher's room
＊ じむ室 じむしつ office

教室 きょうしつ classroom
＊ 音楽室 おんがくしつ music classroom
＊ びじゅつ室 びじゅつしつ art classroom
＊ 化学室 かがくしつ chemistry laboratory
＊ りか室 りかしつ science classroom
＊ 図書室 としょしつ library

しょくどう canteen
売店 ばいてん kiosk
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おてあらい toilet
＊ トイレ toilet

階段 かいだん staircase
～階 ～かい  -floor
上がる あがる to go up stairs
下りる おりる to go down stairs

＊ ろうか corridor
＊ ロッカー locker

グランド play ground
校庭 こうてい school yard
たいいくかん gym
プール swimming pool
りょう dormitory
入口 いりぐち entrance
出口 でぐち exit

かもくかもくかもくかもく
かもく 科目 school subject
すうがく maths
りか 理科 science
化学 かがく chemistry
生物 せいぶつ biology
物理 ぶつり physics

＊ 地理 ちり geography
れきし 歴史 history
音楽 おんがく music

＊ 家庭科 かていか domestic science
たいいく physical education
外国語 がいこくご foreign language
～語 ～ご  -language
英語 えいご English

＊ 日本語 にほんご the Japanese language
漢字 かんじ Chinese characters

＊ かたかな katakana
＊ ひらがな hiragana

ローマ字 ローマじ Roman letters
国語 こくご Japanese
ことば word, language
文学 ぶんがく literature
げき (theatre) play 
さくぶん essay, composition

おもしろい interesting
たのしい happy, enjoyable
つまらない boring
むずかしい difficult
かんたん（な） simple
きらい（な） dislike
すき（な） like favourite

＊ だいすき（な） favourite
＊ たいくつ（な） boring

たいへん（な） serious, hard
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とくい（な） pride, triumph

教室教室教室教室（（（（きょうしつきょうしつきょうしつきょうしつ））））にあるものにあるものにあるものにあるもの
いす chair
つくえ desk
とけい watch, clock
地図 ちず map
はこ box

＊ ホワイトボード whiteboard
ビデオ video
テレビ television

＊ テープレコーダー tape recorder
コンピューター computer

学校学校学校学校（（（（がっこうがっこうがっこうがっこう））））にににに持持持持（（（（もももも））））っていくものっていくものっていくものっていくもの
本 ほん book
きょうかしょ course book, text book
じしょ dictionary
じしょを ひく to search dictionary
えんぴつ pencil
ペン pen
けしゴム rubber
ふでばこ pencil case
紙 かみ paper
ノート notebook
はさみ scissors

＊ じょうぎ ruler
＊ でんたく calculator

かばん bag

せいふく uniform
＊ たいいくぎ gym suit

おべんとう／べんとう (packed) lunch

学校生活学校生活学校生活学校生活（（（（がっこうせいかつがっこうせいかつがっこうせいかつがっこうせいかつ））））
学校生活 がっこうせいかつ school life
じかんわり timetable
～時間目 ～じかんめ  -th hour
じゅぎょう lesson
ホームルーム homeroom

＊ ～年～組 ～ねん～くみ   -grade -class
＊ 休み時間 やすみじかん break
＊ 昼休み ひるやすみ lunch time break
＊ きゅうしょく school meals

クラブ club
＊ ～ぶ／～クラブ  -club
＊ クラブかつどう club activities

ぶかつどう club activities
きそく rule, regulation

がっき school term
～がっき  -term
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＊ 夏休み なつやすみ summer holiday
クリスマスホリデー Christmas holiday
イースターホリデー Easter holiday
入学（する） にゅうがく（する） (to) enter school
にゅうがくしき entrance ceremony
そつぎょう（する） (to) graduate 
そつぎょうしき graduation ceremony
うんどうかい sports meeting 

＊ たいいくさい sports meeting 
キャンプ（に行く） キャンプ（にいく） (to go) camping
しゅうがくりょこう school trip
ぶんかさい culture day
見学（する） けんがく（する） (to go on a) study visit

じゅぎょうじゅぎょうじゅぎょうじゅぎょう
名前をよぶ なまえをよぶ to call a name
（本を） ひらく to open (a book)
（本を） とじる to close (a book)
（じゅぎょうが） はじまる to start, begin (a lesson)
（じゅぎょうを） はじめる to start, begin (a lesson)
（じゅぎょうを／が） おわる to end, to finish (a lesson)

勉強（する） べんきょう（する） (to) study
しゅくだい（をする） (to do) homework

＊ よしゅう（する） (to do) preparation
ふくしゅう（する） (to do) revision
れんしゅう（する） (to) practice
がんばる to try hard
ならう to learn
学ぶ まなぶ to study, learn

書く かく to write
読む よむ to read
聞く きく to hear, listen, ask
話す はなす to talk, speak
会話 かいわ conversation

見る みる to see
言う いう to say, be called
おぼえる to remember, memorise
わすれる to forget
思い出す おもいだす to recall
思う おもう to think, consider
かんがえる to think, consider
くらべる to compare
しらべる to check, research
知る しる to know
わかる to understand
できる can, be able to
しつもん（する） (to) question
こたえる to answer
こたえ answer
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ちがう to be different, wrong
まちがえる to make a mistake

＊ なおす to correct, amend

＊ （手を）上げる （てを）あげる to lift, raise (one's hand) 
＊ （手を）下げる （てを）さげる to let down (one's hand)

すわる to sit down
たつ to stand

教える おしえる to teach
(人に／を） ちゅういする to give a warning, caution

（もの、ことに)　ちゅういする
to pay attention to, to be aware of

さす to point
せつめい（する） explanation (to explain)
つかう to use

しけんしけんしけんしけん
しけん examination
テスト test
（しけんを） うける to sit exams, to receive
もんだい problem
いみ meaning

＊ こたえ answer
番号 ばんごう number
文 ぶん sentence
ただしい correct
てきとう（な） appropriate, suitable
えらぶ to choose
せいせき results, marks
てん 点 mark, point
てん ～点 marks
（しけんに）おちる to fall,  fail (in the exam)
（しけんに）とおる to pass (the exam)

＊ （しけんに）うかる to pass (the exam)

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅱ(2)  Jobs and work experience
TopicTopicTopicTopic：：：： Education, training and employmemntEducation, training and employmemntEducation, training and employmemntEducation, training and employmemnt
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Jobs and work experienceJobs and work experienceJobs and work experienceJobs and work experience

しょくぎょうしょくぎょうしょくぎょうしょくぎょう
＊ しょくぎょう job

うんてんしゅ driver
＊ パイロット pilot

おまわりさん／けいさつかん police man
＊ スポーツせんしゅ sport player, athlete
＊ かいしゃいん employee
＊ 銀行員 ぎんこういん banker, bank clerk
＊ こうむいん a public servant

店員 てんいん shop assistant
サラリーマン salaried person
社長 しゃちょう company president
しゅしょう Prime Minister
しゅふ housewife

＊ いしゃ doctor
かんごふ nurse
先生 せんせい teacher
さっか writer
プロ professional

＊ しょうらい future
（～に）なる to become

しごとしごとしごとしごと
しごと work, job
会社 かいしゃ company
じむしょ／オフィス office
こうじょう factory
のうじょう farm
店 みせ shop
つとめる to be employed
働く はたらく to work
休む やすむ to take  - day off
ざんぎょう（する） (to do) overtime
たいしょく（する） (to) retire, quit one's job
ていねんたいしょく retirement at age limit

＊ しつぎょう（する） (to) lose one's job
スト（をする） (to go on) strike
きゅうりょう salary
ボーナス bonus
ちょきん（する） saving , (to save money)
ためる to save up

あいさつ（する） greeting, (to greet)
めいし business card
かいぎ meeting
電話(する) （to make a） telephone call
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金持ち かねもち rich (person)
びんぼう（な） poor
いそがしい busy

＊ たいへん（な） serious, hard 
らく（な） comfortable, easy
ストレス stress
つかれる to be tired

アルバイトアルバイトアルバイトアルバイト
アルバイト part time job
さがす to look for

＊ ぼしゅう（する） (to) require
＊ おうぼ（する） (to) apply
＊ めんせつ interview
＊ じきゅう hourly paid wages
＊ こうつうひ transportation expenses
＊ 電話番号 でんわばんごう telephone number

けいけん（する） (to) experience

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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