
GCSE Japanese Vocabulary List by Topic 

Ⅲ(1)  Types of home, rooms, furniture
and garden

TopicTopicTopicTopic：：：： House, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routine
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Types of homeTypes of homeTypes of homeTypes of home, , , , roomsroomsroomsrooms, , , , furniture and gardenfurniture and gardenfurniture and gardenfurniture and garden　　　　　　　　　　　　　　　　

家家家家（（（（いえいえいえいえ））））
家 いえ house
アパート flat
だんち block of flats

＊ マンション block of flats, apartment house
～階だて（の家） ～かいだて（のいえ）  -storied house
住む すむ to live
たてる to build, erect

家家家家のののの中中中中（（（（いえのなかいえのなかいえのなかいえのなか）　）　）　）　
部屋 へや room

＊ わしつ Japanese-style room
＊ ようしつ Western-style room

げんかん entrance porch
いま  living room
とこのま alcove
しんしつ bedroom

＊ きゃくま drawing room
しょくどう dining room
台所 だいどころ kitchen
ふろば bathroom
おふろ／ふろ bath
おふろに 入る おふろにはいる to get in bath
シャワー shower
シャワーを あびる to take shower
おてあらい toilet

＊ トイレ toilet
＊ せんめんじょ washroom
＊ ベランダ veranda

ガス gas
＊ 水道 すいどう tap, water service

水 water
電気 でんき electricity, light
電話 でんわ telephone

＊ おしいれ sliding-door closet
かべ wall
しょうじ sliding screen
まど window
たたみ matting
と sliding door
ドア door
ふすま sliding door
やね roof
かいだん staircase

＊ ろうか corridor
＊ てんじょう ceiling
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＊ ゆか floor
＊ だんろ fireplace

家家家家のののの外外外外（（（（いえのそといえのそといえのそといえのそと））））
ガレージ garage
庭 にわ garden

＊ くさ grass
花 はな flower
木 き tree
土 つち earth
石 いし stone
しばふ lawn
しばふ をかる to cut lawn

＊ かだん flower bed
＊ いぬごや doghouse, kennel

家家家家（（（（いえいえいえいえ））））にあるものにあるものにあるものにあるもの
いす chair

＊ かがみ mirror
＊ ソファ sofa

テーブル table
つくえ desk

＊ たな shelf
とだな cupboard

＊ ほんだな bookshelf
＊ たんす chest of drawers, wardrobe
＊ ひきだし drawers

ベッド bed
ふとん bedding
ざぶとん cushion
スリッパ slippers
にんぎょう doll
え picture

＊ カレンダー calendar

テレビ television
ビデオ video
ラジオ radio

＊ CDプレーヤー CD player
＊ DVDプレーヤー DVD player

コンピューター computer
れいぞうこ refridgerator
レンジ microwave oven

＊ せんたくき washing machine
＊ そうじき vacuum cleaner, Hoover

エアコン air conditioning
こたつ foot warmer
ストーブ heater

＊ せんぷうき electric fan
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家家家家・・・・部屋部屋部屋部屋（（（（いえいえいえいえ・・・・へやへやへやへや））））のようすのようすのようすのようす
広い ひろい wide, spacious
せまい narrow
大きい おおきい big, large
小さい ちいさい small
あかるい light, bright
くらい dark
新しい あたらしい new
古い ふるい old
きれい（な） beautiful, clean
きたない dirty, untidy
しずか（な） quiet, calm

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅲ(2)  Information about self, family and
friends

TopicTopicTopicTopic：：：： House, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routine
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Information about self, family and friendsInformation about self, family and friendsInformation about self, family and friendsInformation about self, family and friends

家族家族家族家族（（（（かぞくかぞくかぞくかぞく））））・・・・しんせきしんせきしんせきしんせき
家族 かぞく family

＊ しんせき relatives
いとこ cousin
父母 ふぼ father and mother
りょうしん parents
父 ちち father
母 はは mother
きょうだい sibling, brothers

＊ しまい sisters
あに older brother
あね older sister
いもうと younger sister
おとうと younger brother

＊ そふ grandfather
＊ そぼ grandmother

おじ uncle
おば aunt
家内 かない my wife
おっと husband
子ども child
むすこ son
むすめ daughter
長女 ちょうじょ oldest daughter
長男 ちょうなん oldest son
まご grandchild

The following words are used when talking about other people's family.
ごりょうしん parents
お父さん おとうさん father
お母さん おかあさん mother
ごきょうだい sibling
おにいさん older brother
おねえさん older sister
いもうとさん younger sister
おとうとさん younger brother
おじいさん grand father
おばあさん grand mother
おじさん uncle
おばさん aunt
おくさん wife
ごしゅじん husband
むすこさん son
むすめさん daughter
おまごさん grandchild
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人人人人（（（（ひとひとひとひと））））
人 ひと person
人間 にんげん human beings
赤ちゃん あかちゃん baby
子ども こども child
少年 しょうねん boy, youth

＊ 少女 しょうじょ girl
大人 おとな adult
成人 せいじん adult
おとしより old person

＊ 男性 だんせい male, man
＊ 女性 じょせい female, woman

男子 だんし boy
＊ 女子 じょし girl

男（の子） おとこ（のこ） man (boy)
女（の子） おんな（のこ） woman (girl)
おじさん middle-aged man
おばさん middle-aged lady
おじいさん old man
おばあさん old lady
自分 じぶん oneself
友達 ともだち friend
友人 ゆうじん friend
ペンフレンド penfriend
～人 ～じん  -nationality
イギリス人 イギリスじん British people
日本人 にほんじん Japanese people

動物動物動物動物（（（（どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ））））・・・・ペットペットペットペット
動物 どうぶつ animal
犬 いぬ dog
牛 うし cow
うさぎ rabbit
馬 うま horse
金魚 きんぎょ goldfish
魚 さかな fish
鳥 とり bird
ねこ cat
ねずみ mouse
ひつじ sheep
豚 ぶた pig
モルモット guinea pig

＊ かえる frog
＊ りす squirrel
＊ はと pigeon, dove
＊ すずめ sparrow
＊ へび snake

ペット pet
かう to keep animals
えさ animal food
やる to give
せわ（を する） (to) care, aid
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どんなどんなどんなどんな人人人人（（（（ひとひとひとひと）？）？）？）？
明るい あかるい cheerul
げんき（な） healthy
にぎやか（な） lively
楽しい たのしい happy, enjoyable
いい nice
親切（な） しんせつ（な） kind
おとなしい quiet, well-behaved
しずか（な） quiet, calm
まじめ（な） serious, diligent
やさしい kind
くらい dark
いや（な） terrible, dislike(d)
しつれい（な） rude
へん（な） strange
うるさい noisy
きびしい strict, tough, harsh
こわい strict
おかしい funny, strange
かわいい pretty, cute

＊ にんきがある popular
すてき（な） fabulous

＊ かっこいい nice-looking, cool
ハンサム（な） handsome
きれい（な） beautiful

せ(が　たかい/ひくい) hight (tall/short)
ふとっている fat
やせている thin
めがねを　かけている wearing spectacles
はな（が 高い/ひくい） はな (が たかい/ひくい) nose (big/small)
目（が 大きい/小さい） め(が おおきい/ちいさい) eays (big/small)
口（が 大きい/小さい） くち(が おおきい/ちいさい) mouth (big/small)
足（が　長い/みじかい） あし(が ながい/みじかい) legs (long/short)
かみ（が　長い/みじか
い） かみ(が ながい/みじかい) hair (long/short)
わかい young

上手(な) じょうず（な） skillfull
とくい（な） pride, triumph

＊ にがて（な） be bad, weak point
へた（な） unskilful

＊ だいすき（な） favourite
すき（な） like, favourite

自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介（（（（じこしょうかいじこしょうかいじこしょうかいじこしょうかい））））
じこしょうかい（する） (to) introduce myself
しょうかい（する） (to) introduce
私 わたし I
ぼく I (male)
あなた you
きみ you
～さん after names
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～くん after male names
～ちゃん after names

名前 なまえ name
名字 みょうじ surname

たんじょうび birthday
年 とし age
～才 ～さい -years old
～年生 ～ねんせい school year counter
しごと work
住所 じゅうしょ address

＊ 電話番号 でんわばんごう telephone number
＊ ゆうびん番号 ゆうびんばんごう postcode

住む すむ to live

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅲ(3)  Daily routines
TopicTopicTopicTopic：：：： House, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routine
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Daily routinesDaily routinesDaily routinesDaily routines

家庭生活家庭生活家庭生活家庭生活（（（（かていせいかつかていせいかつかていせいかつかていせいかつ））））
家庭 かてい home, house hold
せいかつ（する） lifestyle (to live)
おきる to get up
ねる to go to bed
かおを あらう to wash
はを みがく to polish
ふく（ようふく）を　きる to put clothes on
ふく（ようふく）を　ぬぐ to take clothes off
シャワーを あびる to have a shower
おふろに 入る おふろに はいる to have a bath
ごはんを 食べる ごはんを たべる to eat a meal
食事をする しょくじを する to have a meal
学校へ/に 行く がっこうへ/に いく to go to school
会社へ/に 行く かいしゃへ/に いく to go to office
家へ /に 帰る いえへ/に  かえる to return, go home

あそぶ to play, muck about
勉強する べんきょうする to study
さんぽする to go for a walk, a stroll
休む やすむ to rest, relax
家族と 話す かぞくと はなす to talk with my family
テレビを 見る テレビを みる to watch TV
ゲームを する to play a game
本を 読む ほんを よむ to read a book
音楽を 聞く おんがくを きく to listen to music
電話する でんわする to make a telephone call
手紙を 書く/読む てがみを かく/よむ to write/read a letter
Ｅメールを 書く/読む イーメールを かく/よむ to write/read an E-mail

家事家事家事家事（（（（かじかじかじかじ））））
家事 かじ house work
～を 手つだう ～を てつだう to help, assist (somebody)
かたづける to tidy up, clean up
そうじ（を） する to do cleaning
ごみを すてる to put the rubbish in the bin
ごみを 出す ごみを だす to put the rubbish out
くつを みがく to polish shoes
せんたく（を）する to do the washing up

＊ アイロンを かける to do the ironing
買い物を する かいものを する to do shopping
料理（を） する りょうり（を） する to cook
さらを あらう to do the washing up (dishes)
しばふを かる to mow the lawn

～のせわを する
to take care of (pets, plants and
children)

～に えさを やる to feed pets
～に 水を やる ～に みずを やる to water the plants

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅲ(4)  Food and drink
TopicTopicTopicTopic：：：： House, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routineHouse, home and daily routine
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Food and drinkFood and drinkFood and drinkFood and drink

食事食事食事食事（（（（しょくじしょくじしょくじしょくじ））））
朝ご飯 あさごはん breakfast
朝食 ちょうしょく breakfast
昼ご飯 ひるごはん lunch
昼食 ちゅうしょく lunch
おべんとう／べんとう (packed) lunch
晩ご飯 ばんごはん evening meal
ご飯 ごはん meal, cooked rice
食事 しょくじ meal
食事をする しょくじをする to have a meal
食べる たべる to eat
飲む のむ to drink

料理料理料理料理（（（（りょうりりょうりりょうりりょうり））））
おなかが　すく to feel hungry
つくる to make
料理（を）する りょうり（を）する to cook
入れる いれる to put in
切る きる to cut

＊ ゆでる to boil
やく to grill, roast, bake
ごはんを　たく to cook rice
おゆを　わかす to boil water

フライパン frying pan
なべ pan, pot

＊ 火 ひ fire

あじあじあじあじ
あじ taste
あじがする to taste
おいしい delicious
まずい distasteful
あまい sweet
からい hot, peppery

＊ しょっぱい salty
すっぱい sour
にがい bitter
におい smell
いい においが する The smell is good.
あたたかい warm
あつい 熱い hot
つめたい cold (to touch)
生（の） なま（の） raw, uncooked

食食食食べべべべ物物物物（（（（たべものたべものたべものたべもの））））
食べ物 たべもの food
ごちそう good meal, banquet
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サラダ salad
サンドイッチ sandwich
スープ soup
ステーキ steak
たまご egg

＊ チーズ cheese
トースト toast

＊ バター butter
パン bread
ハンバーガー hamburger

＊ フライドポテト chips
フレンチフライ chips

おやつ snack
デザート desert
アイスクリーム icecream
おかし cake, sweets
ケーキ cake

和食 わしょく Japanese food
うどん noodles
そば／おそば noodles
カレーライス curry and rice
さしみ raw fish dish
すきやき "sukiyaki"
すし／おすし "sushi" "osushi"
つけもの pickles
てんぷら "tenpura"
とんカツ pork cutlet
みそしる miso soup
ラーメン "ｒaamen" noodles

おこめ／こめ rice
魚 さかな fish
肉 にく meat
牛肉 ぎゅうにく beef
鳥肉 とりにく chicken
豚肉 ぶたにく pork
ラム lamb

やさい vegetables
じゃがいも potato
たまねぎ onion
トマト tomato
にんじん carrots

＊ キャベツ cabbage
＊ きゅうり cucamber
＊ レタス lettuce
＊ セロリ celery
＊ マッシュルーム mashroom
＊ まめ beans, peas

くだもの fruit
いちご strawberry
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オレンジ orange
かき persimmon
すいか water melon
なし pear
バナナ banana
ぶどう grape
みかん tangerine
もも peach
りんご apple

＊ レモン lemon

こしょう pepper
さとう sugar
しお salt
しょうゆ soy sauce

＊ す vinegar

飲飲飲飲みみみみ物物物物（（（（のみもののみもののみもののみもの））））
飲み物 （飲物） のみもの drink
おゆ／ゆ hot water
おちゃ／ちゃ tea

＊ こうちゃ English tea
＊ ぎゅうにゅう milk

ミルク milk
コーヒー coffee
コーラ cola
ジュース juice
水 みず water
こおり ice

おさけ／さけ rice wine
ウイスキー whisky
ビール beer
ワイン wine
よう to get drunk

食器食器食器食器（（（（しょっきしょっきしょっきしょっき））））
おさら／さら dish, plate
ちゃわん rice bowl, tea cup
コップ glass

＊ グラス glass
おはし／はし chopsticks
スプーン spoon
ナイフ knife
フォーク fork

場所場所場所場所（（（（ばしょばしょばしょばしょ））））
家 いえ house
台所 だいどころ kitchen
レストラン restaurant
しょくどう dining room
きっさてん coffee shop

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

Ⅲ- 11 2006ⒸJFLLC


