
GCSE Japanese Vocabulary List by Topic 

Ⅳ(1)  The media
TopicTopicTopicTopic：：：： Media, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth culture
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： The mediaThe mediaThe mediaThe media

メディアメディアメディアメディア
コンピューター computer

＊ Ｅメール イーメール e-mail
＊ インターネット internet
＊ ホームページ website
＊ ウェッブサイト website

新聞 しんぶん newspaper
＊ ざっし magazine

テレビ television
ラジオ radio
ニュース news
ばんぐみ programme
こうこく advertisement

＊ コマーシャル commercial
＊ じょうほう information

手に入れる てにいれる to obtain
知る しる to know
知らせる しらせる to inform 
つたえる to convey a message

＊ りゅうこう（する） (to be in) fashion
はやっている　＞はやる to come into fashion, popular

＊ はやり fashion
新しい あたらしい new

＊ さいしん（の） the latest

時間時間時間時間（（（（じかんじかんじかんじかん））））
午前 ごぜん a.m. morning
午後 ごご p.m. afternoon
～時 ～じ  -o'clock
～分 ふん、ぷん  -minute
半 はん half
～時間 ～じかん  -hour (duration)
～週間 ～しゅうかん  -weeks counter
～か月 かげつ number of months
～年 ～ねん years counter
半年 はんとし half year

＊ 一日 いちにち one day
一日中 いちにちじゅう all day

＊ 一年中 いちねんじゅう throughout the year 
毎～ まい～ every -

＊ 毎朝 まいあさ every morning
＊ 毎晩 まいばん every night
＊ 毎日 まいにち every day
＊ 毎週 まいしゅう every week
＊ 毎月 まいつき／まいげつ every month
＊ 毎年 まいねん／まいとし every year
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きのう yesterday
先週 せんしゅう last week
先月 せんげつ last month
きょねん last year
今日 きょう today
今週 こんしゅう this week
今月 こんげつ this month
今年 ことし this year 
あした tomorrow
来週 らいしゅう next week
来月 らいげつ next month
来年 らいねん next year

曜日曜日曜日曜日（（（（ようびようびようびようび））））
～曜日 ～ようび day of the week
月曜日 げつようび Monday
火曜日 かようび Tuesday
水曜日 すいようび Wednesday
木曜日 もくようび Thursday
金曜日 きんようび Friday
土曜日 どようび Saturday
日曜日 にちようび Sunday

月月月月・・・・日日日日（（（（つきつきつきつき・・・・ひひひひ））））
～月 ～がつ month (name)
一月 いちがつ January
二月 にがつ February
三月 さんがつ March
四月 しがつ April
五月 ごがつ May
六月 ろくがつ June
七月 しちがつ July
八月 はちがつ August
九月 くがつ September
十月 じゅうがつ October
十一月 じゅういちがつ November
十二月 じゅうにがつ December
一日 ついたち first (date)
二日 ふつか second (date)
三日 みっか third (date)
四日 よっか fourth (date)
五日 いつか fifth (date)
六日 むいか sixth (date)
七日 なのか seventh (date)
八日 ようか eighth (date)
九日 ここのか ninth (date)
十日 とおか tenth (date)
十一日 じゅういちにち eleventh (date)
十二日 じゅうににち twelfth (date)
十三日 じゅうさんにち thirteenth (date)
十四日 じゅうよっか fourteenth (date)
十五日 じゅうごにち fifteenth (date)
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十六日 じゅうろくにち sixteenth (date)
十七日 じゅうしちにち seventeenth (date)
十八日 じゅうはちにち eighteenth (date)
十九日 じゅうくにち nineteenth (date)
二十日 はつか twentieth (date)
二十一日 にじゅういちにち twenty-first (date)
二十二日 にじゅうににち twenty-second (date)
二十三日 にじゅうさんにち twenty-third (date)
二十四日 にじゅうよっか twenty-fourth (date)
二十五日 にじゅうごにち twenty-fifth (date)
二十六日 にじゅうろくにち twenty-sixth (date)
二十七日 にじゅうしちにち twenty-seventh (date)
二十八日 にじゅうはちにち twenty-eighth (date)
二十九日 にじゅうくにち twenty-ninth (date)
三十日 さんじゅうにち thirtieth (date)
三十一日 さんじゅういちにち thirty-first (date)

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅳ(2)  Sport, fashion and
entertainment

TopicTopicTopicTopic：：：： Media, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth culture
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Sport, fashion and entertainmentSport, fashion and entertainmentSport, fashion and entertainmentSport, fashion and entertainment

エンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメント
＊ スポーツ sports

音楽 おんがく music
＊ ファッション fashion
＊ エンターテインメント／ごらく entertainment

映画 えいが film
＊ えんげき drama, theatre
＊ ミュージカル musical

ダンス dance
＊ アニメーション animation

マンガ／まんが "manga"
＊ 有名人 ゆうめいじん celebrity

スポーツスポーツスポーツスポーツ
＊ スポーツ sports

クリケット cricket
ゴルフ golf
サッカー football, soccer
じょうば horse riding
スキー skiing

＊ スケート ice skating
テニス tennis
バスケットボール basket ball
ホッケー hockey
やきゅう baseball
ラグビー rugby

＊ オリンピック the Olympic Games
＊ ワールドカップ the World Cup
＊ ウィンブルドン Wimbledon

しあい match, game
かち a win

＊ かつ to win
よろこぶ to be pleased
ひきわけ a draw

＊ まけ loss, defeat
まける to lose
ざんねん（な） sorry, regrettable
せんしゅ athlete, player
チーム team
強い つよい strong
よわい weak

音楽音楽音楽音楽（（（（おんがくおんがくおんがくおんがく））））
コンサート concert

＊ オーケストラ orchestra
＊ バンド band
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＊ かしゅ singer

クラシック classic (music)
＊ ポップス pop music
＊ ジャズ jazz
＊ ロック rock

うた song
ギター guitar
ピアノ piano
バイオリン violin

＊ チェロ cello
＊ フルート flute
＊ クラリネット clarinet
＊ ドラム drum

ファッションファッションファッションファッション
＊ ファッション fashion
＊ ファッションショー fashion show
＊ ファッションモデル fashion model
＊ スーパーモデル super model
＊ ファッションデザイナー fashion designer
＊ デザイン design
＊ りゅうこう（する） fashion, (to be in fashion)

はやっている＞はやる to come into fashion, popular
＊ はやり fashion

新しい あたらしい new
＊ さいしん（の） the latest

～を かぶる to wear (on head)
ぼうし hat

～を きる to wear
ふく clothes

＊ ようふく Western clothes
＊ コート coat
＊ シャツ shirt

セーター sweater
ブラウス blouse
ワンピース one piece dress
ワイシャツ shirt 
～を はく to wear (below belt)
スカート skirt
ズボン trousers

＊ ジーンズ jeans
くつした socks
くつ shoes

～を かける to wear (glasses)
めがね glasses

～を する to wear (accessories, etc.)
＊ アクセサリー accessories
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＊ ピアス pierced earrings
＊ ブレスレット bracelet
＊ ネックレス necklace
＊ ゆびわ ring

とけい watch, clock
＊ うでどけい watch
＊ てぶくろ gloves

ネクタイ tie
＊ マフラー scarf

～を 持つ ～を もつ to have, hold
かばん bag

＊ バッグ bag
ハンカチ handkerchief

色色色色（（（（いろいろいろいろ））））ともようともようともようともよう
色 いろ colour

＊ 青 あお blue 
青い あおい blue ～

＊ 赤 あか red 
赤い あかい red　～

＊ きいろ yellow 
きいろい yellow ～

＊ 黒 くろ black
黒い くろい black ～

＊ 白 しろ white 
白い しろい white ～
ちゃいろ brown 

＊ ちゃいろい brown ～
オレンジ orange

＊ オレンジの orange ～
＊ みどり green
＊ みどりの green ～
＊ きみどり lime green
＊ きみどりの lime green ～
＊ 金色 きんいろ gold
＊ 金色の きんいろの gold ～
＊ 銀色 ぎんいろ silver
＊ 銀色の ぎんいろの silver ～
＊ はいいろ grey
＊ はいいろの grey ～
＊ ピンク pink
＊ ピンクの pink ～
＊ 水色 みずいろ light blue
＊ 水色の みずいろの light blue ～
＊ むらさき purple
＊ むらさきの purple ～
＊ もよう pattern
＊ むじ plain
＊ しま stripes
＊ チェック check
＊ はながら floral
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＊ みずたま polka dots
＊ じみ（な） plain
＊ はで（な） loud, gaudy

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅳ(3)  Current affairs, social and
environmental issues

TopicTopicTopicTopic：：：： Media, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth culture
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Current affairs, social and environmental issuesCurrent affairs, social and environmental issuesCurrent affairs, social and environmental issuesCurrent affairs, social and environmental issues

世界世界世界世界（（（（せかいせかいせかいせかい））））
せかい world
こくさい international
外国 がいこく foreign country
外国人 がいこくじん foreigner
国 くに country
人口 じんこう population
しゅと capital city

平和 へいわ peace
平和（な） へいわ（な） peaceful
戦争 せんそう war

＊ テロ terrorism
時代 じだい age, era, time
しゅうかん custom
でんとう tradition
文化 ぶんか culture
れきし history
しゅうきょう religion
神道 しんとう Shinto
ぶっきょう Buddhism
キリスト教 キリストきょう Christianity
イスラム教 イスラムきょう Islamic

＊ ユダヤ教 ユダヤきょう Judaism
＊ ヒンドゥー／ヒンズー教 ヒンドゥー／ヒンズーきょう Hinduism

社会社会社会社会・・・・産業産業産業産業（（（（しゃかいしゃかいしゃかいしゃかい・・・・さんぎょうさんぎょうさんぎょうさんぎょう））））
社会 しゃかい society
せいじ politics
せいふ government
けいざい economy
さんぎょう industry
こうぎょう industry, manufacture
しょうぎょう commerce, business
のうぎょう farming

＊ ぎょぎょう fishery
＊ りんぎょう forestry

地方 ちほう region
都市 とし city

環境環境環境環境（（（（かんきょうかんきょうかんきょうかんきょう））））
こうがい pollution
ごみ rubbish, waste
におい smell

＊ コンクリート concrete
＊ せきたん coal
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ガソリン petrol 
＊ せきゆ oil, petroleum

＊ 環境 かんきょう environment
＊ 環境問題 かんきょうもんだい environmental problem
＊ 環境破壊 かんきょうはかい environmental disruption
＊ 地球温暖化 ちきゅうおんだんか global warmimng
＊ 酸性雨 さんせいう acid rain
＊ 熱帯雨林 ねったいうりん tropical rain forest
＊ 温室効果 おんしつこうか the greenhouse effect
＊ 二酸化炭素 にさんかたんそ carbon dioxide
＊ リサイクル recycling
＊ 自然 しぜん nature
＊ 資源 しげん resource

まもる to keep, preserve

災害災害災害災害（（（（さいがいさいがいさいがいさいがい））））
＊ さいがい disaster
＊ こうずい flood

台風 たいふう typhoon
＊ つなみ tunami

じしん earthquake
火山 かざん volcano

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅳ(4)  Countries and regions
TopicTopicTopicTopic：：：： Media, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth culture
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Countries and regionsCountries and regionsCountries and regionsCountries and regions

EUEUEUEUのののの国国国国（（（（イーユーイーユーイーユーイーユーのくにのくにのくにのくに）　（）　（）　（）　（2007200720072007年年年年１１１１月現在月現在月現在月現在））））
＊ アイルランド Ireland 

イギリス the U.K.
＊ イタリア Italy
＊ エストニア Estonia
＊ オーストリア Austria

オランダ Netherlands
＊ キプロス Cyprus
＊ ギリシャ Greece
＊ スウェーデン Sweden

スペイン Spain
＊ スロバキア Slovakia
＊ スロベニア Slovenia
＊ チェコ Czech
＊ デンマーク Denmark

ドイツ Germany
＊ ハンガリー Hungary
＊ フィンランド Finland

フランス France
＊ ブルガリア Bulgaria
＊ ベルギー Belgium
＊ ポーランド Poland
＊ ポルトガル Portugal
＊ マルタ Malta
＊ ラトビア Latvia
＊ リトアニア Lithuania
＊ ルーマニア Romania
＊ ルクセンブルク Luxembourg

コモンウェルスコモンウェルスコモンウェルスコモンウェルスのののの国国国国（（（（The Commonwealth The Commonwealth The Commonwealth The Commonwealth のくにのくにのくにのくに））））
＊ アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda

イギリス the U.K.
＊ インド India
＊ ウガンダ Uganda

オーストラリア Australia
＊ ガーナ Ghana
＊ ガイアナ Guyana
＊ カナダ Canada
＊ カメルーン Cameroon
＊ ガンビア Gambia
＊ キプロス Cyprus
＊ キリバス Kiribati
＊ グレナダ Grenada
＊ ケニア Kenya
＊ サモア Samoa
＊ ザンビア Zambia
＊ シエラレオネ Sierra Leone
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＊ ジャマイカ Jamaica
＊ シンガポール Singapore
＊ スリランカ Sri Lanka
＊ スワジランド Swaziland
＊ セーシェル Seychelles
＊ セントクリストファー・ネイ

ヴィス
Saint Christopher and Nevis

＊ セントビンセント島
およびグレナディーン諸
島

セントビンセントとう
およびグレナディーンしょ
とう

Saint Vincent and the Grenadines

＊ セントルシア Saint Lucia
＊ ソロモン諸島 ソロモンしょとう Solomon Islands
＊ タンザニア Tanzania
＊ ツバル Tuvalu
＊ ドミニカ国 ドミニカこく Dominica
＊ トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago
＊ トンガ Tonga
＊ ナイジェリア Nigeria
＊ ナウル Nauru
＊ ナミビア Namibia

ニュージーランド New Zealand 
＊ パキスタン Pakistan
＊ バヌアツ Vanuatu
＊ バハマ Bahamas
＊ パプアニューギニア Papua New Guinea
＊ バルバドス Barbados
＊ フィジー Fiji Islands
＊ ブルネイ Brunei
＊ ベリーズ Belize
＊ ボツワナ Botswana
＊ マラウイ Malawi
＊ マルタ Malta
＊ マレーシア Malaysia
＊ 南アフリカ みなみアフリカ South Africa
＊ モーリシャス Mauritius
＊ モザンビーク Mozambique
＊ モルディブ Maldives
＊ レソト Lesotho

国国国国（（（（くにくにくにくに））））とととと地域地域地域地域（（（（ちいきちいきちいきちいき））））
ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ　　　　[[[[ＮＩＳＮＩＳＮＩＳＮＩＳ諸国諸国諸国諸国をふくむをふくむをふくむをふくむ]]]]

＊ アイスランド Iceland 
＊ アイルランド Ireland 
＊ アゼルバイジャン Azerbaijan
＊ アルバニア Albania
＊ アルメニア Armenia
＊ アンドラ Andorra

イギリス the U.K.
＊ イタリア Italy
＊ イングランド England
＊ ウェールズ Wales 
＊ ウクライナ Ukraine
＊ ウズベキスタン Uzbekistan
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＊ 英国 えいこく the U.K.
＊ エストニア Estonia
＊ オーストリア Austria

オランダ Netherlands
＊ カザフスタン Kazakhstan
＊ 北アイルランド Northern Ireland
＊ キプロス Cyprus
＊ ギリシャ Greece
＊ キルギス Kyrgyz
＊ グルジア Georgia
＊ クロアチア Croatia
＊ サンマリノ San Marino
＊ スイス Switzerland
＊ スウェーデン Sweden
＊ スコットランド Scotland

スペイン Spain
＊ スロバキア Slovakia
＊ スロベニア Slovenia
＊ セルビア Serbia
＊ タジキスタン Tajikistan
＊ チェコ Czech
＊ デンマーク Denmark

ドイツ Germany
＊ トルクメニスタン Turkmenistan
＊ トルコ Turkey
＊ ノルウェー Norway
＊ バチカン Vatican
＊ ハンガリー Hungary
＊ フィンランド Finland

フランス France
＊ ブルガリア Bulgaria
＊ ベラルーシ Belarus
＊ ベルギー Belgium
＊ ポーランド Poland
＊ ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia & Herzegovina
＊ ポルトガル Portugal
＊ マケドニア Macedonia
＊ マルタ Malta
＊ モナコ Monaco
＊ モルドバ Moldova
＊ モンテネグロ Montenegro
＊ ラトビア Latvia
＊ リトアニア Lithuania
＊ リヒテンシュタイン Liechtenstein
＊ ルーマニア Romania
＊ ルクセンブルク Luxembourg

ロシア Russia

アフリカアフリカアフリカアフリカ
＊ アルジェリア Algeria
＊ アンゴラ Angola
＊ ウガンダ Uganda
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＊ エジプト Egypt
＊ エチオピア Ethiopia
＊ エリトリア Eritrea
＊ ガーナ Ghana
＊ カーボヴェルデ Cape Verde
＊ ガボン Gabon
＊ カメルーン Cameroon
＊ ガンビア Gambia
＊ ギニア Guinea
＊ ギニアビサウ Guinea-Bissau
＊ ケニア Kenya
＊ コートジボワール Ivory Coast / Cote d'Ivoire 
＊ コモロ Comoros
＊ コンゴ共和国 コンゴきょうわこく Republic of Congo
＊ コンゴ民主共和国 コンゴみんしゅきょうわこく Democratic Republic of the Congo

＊ サントメ･プリンシペ Sao Tome and Principe
＊ ザンビア Zambia
＊ シエラレオネ Sierra Leone
＊ ジブチ Djibouti
＊ ジンバブエ Zimbabwe
＊ スーダン Sudan
＊ スワジランド Swaziland
＊ セーシェル Seychelles
＊ 赤道ギニア せきどうギニア Equatorial Guinea
＊ セネガル Senegal
＊ ソマリア Somalia
＊ タンザニア Tanzania
＊ チャド Chad
＊ 中央アフリカ共和国 ちゅうおうアフリカきょうわ

こく
Central African Republic

＊ チュニジア Tunisia
＊ トーゴ Togo
＊ ナイジェリア Nigeria
＊ ナミビア Namibia
＊ ニジェール Niger
＊ ブルキナファソ Burkina Faso
＊ ブルンジ Burundi
＊ ベナン Benin
＊ ボツワナ Botswana
＊ マダガスカル Madagascar
＊ マラウイ Malawi
＊ マリ Mali
＊ 南アフリカ みなみアフリカ South Africa
＊ モーリシャス Mauritius
＊ モーリタニア Mauritania
＊ モザンビーク Mozambique
＊ モロッコ Morocco
＊ リビア Libya
＊ リベリア Liberia
＊ ルワンダ Rwanda
＊ レソト Lesotho
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中東中東中東中東（（（（ちゅうとうちゅうとうちゅうとうちゅうとう））））
＊ アフガニスタン Afghanistan
＊ アラブ首長国連邦 アラブしゅちょうこく

れんぽう
United Arab Emirates

＊ イエメン Yemen
＊ イスラエル Israel
＊ イラク Iraq
＊ イラン Iran
＊ オマーン Oman
＊ カタール Qatar
＊ クウェート Kuwait
＊ サウジアラビア Saudi Arabia
＊ シリア Syria
＊ バーレーン Bahrain
＊ パレスチナ Palestine
＊ ヨルダン Jordan
＊ レバノン Lebanon

アジアアジアアジアアジア
＊ インド India
＊ インドネシア Indonesia
＊ 韓国 かんこく South Korea
＊ カンボジア Cambodia
＊ 北朝鮮 きたちょうせん North Korea
＊ シンガポール Singapore
＊ スリランカ Sri Lanka
＊ タイ Thailand
＊ 台湾 たいわん Taiwan 

中国 ちゅうごく China
＊ 日本 にほん、にっぽん Japan
＊ ネパール Nepal
＊ パキスタン Pakistan
＊ バングラデシュ Bangladesh
＊ 東ティモール ひがしティモール East Timor
＊ フィリピン Philippines
＊ ブータン Bhutan
＊ ブルネイ Brunei
＊ ベトナム Vietnam
＊ マレーシア Malaysia
＊ ミャンマー Myanmar (Burma)
＊ モルディブ Maldives
＊ モンゴル Mongolia
＊ ラオス Laos

オセアニアオセアニアオセアニアオセアニア
オーストラリア Australia

＊ キリバス Kiribati
＊ サモア Samoa
＊ ソロモン諸島 ソロモンしょとう Solomon Islands
＊ ツバル Tuvalu
＊ トンガ Tonga
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＊ ナウル Nauru
ニュージーランド New Zealand 

＊ バヌアツ Vanuatu
＊ パプアニューギニア Papua New Guinea
＊ パラオ Palau
＊ フィジー Fiji Islands
＊ マーシャル諸島 マーシャルしょとう Marshall Islands
＊ ミクロネシア Micronesia

北米北米北米北米（（（（ほくべいほくべいほくべいほくべい））））
アメリカ America

＊ カナダ Canada

中米中米中米中米（（（（ちゅうべいちゅうべいちゅうべいちゅうべい））））
＊ アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda
＊ エルサルバドル El Salvador
＊ キューバ Cuba
＊ グアテマラ Guatemala
＊ グレナダ Grenada
＊ コスタリカ Costa Rica
＊ ジャマイカ Jamaica
＊ セントクリストファー・ネイ

ヴィス
Saint Christopher and Nevis

＊ セントビンセント島
およびグレナディーン諸
島

セントビンセントとうおよび
グレナディーンしょとう

Saint Vincent and the Grenadines

＊ セントルシア Saint Lucia
＊ ドミニカ共和国 ドミニカきょうわこく Dominican Republic
＊ ドミニカ国 ドミニカこく Dominica
＊ トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago
＊ ニカラグア Nicaragua
＊ ハイチ Haiti
＊ パナマ Panama
＊ バハマ Bahamas
＊ バルバドス Barbados
＊ ベリーズ Belize
＊ ホンジュラス Honduras
＊ メキシコ Mexico

南米南米南米南米（（（（なんべいなんべいなんべいなんべい））））
＊ アルゼンチン Argentina
＊ ウルグアイ Uruguay
＊ エクアドル Ecuador
＊ ガイアナ Guyana
＊ コロンビア Colombia
＊ スリナム Suriname
＊ チリ Chile
＊ パラグアイ Paraguay
＊ ブラジル Brazil
＊ ベネズエラ Venezuela
＊ ペルー Peru
＊ ボリビア Bolivia
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地域地域地域地域（（（（ちいきちいきちいきちいき））））
アジア Asia
アフリカ Africa

＊ 北米（北アメリカ） ほくべい（きたアメリカ） North America
＊ 中米（中央アメリカ） ちゅうべい（ちゅうおうアメ

リカ）
Central America

＊ 南米（南アメリカ） なんべい（みなみアメリ
カ）

South America

＊ オセアニア Oceania
＊ 中東 ちゅうとう Middle East

ヨーロッパ Europe

＊ 北極 ほっきょく the Arctic
＊ 南極 なんきょく Antarctica

Reference:

 The Ministry of Foreign Affairs of Japan Website    http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

 Foreign and Commonwealth Office of the UK Website

   http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029394365

＊：The word is not in the original list of GCSE vocabulary.
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Ⅳ(5)  Prefectures, capital cities and
regions in Japan

TopicTopicTopicTopic：：：： Media, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth cultureMedia, entertainment and youth culture
SubSubSubSub
TopicTopicTopicTopic：：：： Prefectures, capital cities and regions in JapanPrefectures, capital cities and regions in JapanPrefectures, capital cities and regions in JapanPrefectures, capital cities and regions in Japan

都道府県都道府県都道府県都道府県（（（（とどうふけんとどうふけんとどうふけんとどうふけん））））とととと県庁所在地県庁所在地県庁所在地県庁所在地（（（（けんちょうしょざいちけんちょうしょざいちけんちょうしょざいちけんちょうしょざいち））））
＊ 北海道　（札幌市） ほっかいどう　（さっぽろし）
＊ 青森県　（青森市） あおもりけん　（あおもりし）
＊ 岩手県　（盛岡市） いわてけん　（もりおかし）
＊ 秋田県　（秋田市） あきたけん　（あきたし）
＊ 宮城県　（仙台市） みやぎけん　（せんだいし）
＊ 山形県　（山形市） やまがたけん　（やまがたし）
＊ 福島県　（福島市） ふくしまけん　（ふくしまし）
＊ 茨城県　（水戸市） いばらきけん　（みとし）
＊ 群馬県　（前橋市） ぐんまけん　（まえばしし）
＊ 栃木県　（宇都宮市） とちぎけん　（うつのみやし）
＊ 千葉県　（千葉市） ちばけん　（ちばし）
＊ 埼玉県　（さいたま市） さいたまけん　（さいたまし）
＊ 東京都 とうきょうと
＊ 神奈川県　（横浜市） かながわけん　（よこはまし）
＊ 新潟県　（新潟市） にいがたけん　（にいがたし）
＊ 富山県　（富山市） とやまけん　（とやまし）
＊ 石川県　（石川市） いしかわけん　（いしかわし）
＊ 福井県　（福井市） ふくいけん　（ふくいし）
＊ 長野県　（長野市） ながのけん　（ながのし）
＊ 岐阜県　（岐阜市） ぎふけん　（ぎふし）
＊ 山梨県　（甲府市） やまなしけん　（こうふし）
＊ 静岡県　（静岡市） しずおかけん　（しずおかし）
＊ 愛知県　（名古屋市） あいちけん　（なごやし）
＊ 滋賀県　（大津市） しがけん　（おおつし）
＊ 京都府　（京都市） きょうとふ　（きょうとし）
＊ 兵庫県　（神戸市） ひょうごけん　（こうべし）
＊ 三重県　（津市） みえけん　（つし）
＊ 奈良県　（奈良市） ならけん　（ならし）
＊ 大阪府　（大阪市） おおさかふ　（おおさかし）
＊ 和歌山県　（和歌山市） わかやまけん　（わかやまし）
＊ 鳥取県　（鳥取市） とっとりけん　（とっとりし）
＊ 島根県　（島根市） しまねけん　（しまねし）
＊ 岡山県　（岡山市） おかやまけん　（おかやまし）
＊ 広島県　（広島市） ひろしまけん　（ひろしまし）
＊ 山口県　（山口市） やまぐちけん　（やまぐちし）
＊ 香川県　（高松市） かがわけん　（たかまつし）
＊ 徳島県　（徳島市） とくしまけん　（とくしまし）
＊ 愛媛県　（松山市） えひめけん　（まつやまし）
＊ 高知県　（高知市） こうちけん　（こうちし）
＊ 福岡県　（福岡市） ふくおかけん　（ふくおかし）
＊ 佐賀県　（佐賀市） さがけん　（さがし）
＊ 長崎県　（長崎市） ながさきけん　（ながさきし）
＊ 大分県　（大分市） おおいたけん　（おおいたし）
＊ 熊本県　（熊本市） くまもとけん　（くまもとし）
＊ 宮崎県　（宮崎市） みやざきけん　（みやざきし）
＊ 鹿児島県　（鹿児島市） かおしまけん　（かごしまし）
＊ 沖縄県　（那覇市） おきなわけん　（なはし）
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地方地方地方地方（（（（ちほうちほうちほうちほう））））
地方 ちほう region
北海道 ほっかいどう

＊ 東北 とうほく
＊ 関東 かんとう
＊ 中部 ちゅうぶ
＊ 近畿 きんき

四国 しこく
＊ 九州・沖縄 きゅうしゅう・おきなわ

主主主主なななな島島島島（（（（おもなしまおもなしまおもなしまおもなしま））））
おもなしま main island
北海道 ほっかいどう
本州 ほんしゅう
四国 しこく
九州 きゅうしゅう

＊ 沖縄 おきなわ

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