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 あ  あいだ 間 between [thing/person と 
thing/person の]

L5

あう [u] 会う to meet; to run into  
[person に/と]

L3

あお 青 blue [noun] L6

あおい 青い blue L6

あか 赤 red [noun] L6

あかい 赤い red L6

あかるい 明るい bright [space]; 
cheerful [person]

L10

あき 秋 fall; autumn L9

あげる [ru] to give 
[receiver に thing を]

L7

あさ 朝 morning L2

あさごはん 朝ご飯 breakfast L2

あさはやく 朝早く early in the morning L8

あし 足 foot; leg L6

あした 明日 tomorrow L2

あそこ that place over there; 
over there

L5

あそぶ [u] 遊ぶ to play; to have fun 
[person/animal と]

L3

あたたかい 温かい／
暖かい

warm; pleasantly hot  
[to the touch];  
warm [air temperature]

L9

あたま 頭 head L6

あたまがいい 頭がいい smart; intelligent L6

あたらしい 新しい new; fresh L4

あつい 暑い／
熱い

hot [air temperature];  
hot [to the touch]

L4

あとで 後で later L8

あなた you L8

あに 兄 my older brother L3

アニメ anime; animation L1

あね 姉 my older sister L3

あの Noun that Noun (over there) L4

アパート apartment L2

あぶない 危ない dangerous L10

アプリ app; application [software] L7

あまい 甘い sweet L9

あまり
 [+ negative]

(not) ... very often;  
(not) ... very much

L2

あめ 雨 rain L9

あめ／ゆきが
ふる [u]

雨／雪が
降る

It rains/snows. L9

あめ／ゆきが
やむ [u]

雨／雪が
やむ

It stops raining/snowing. L9

アメリカ USA L1

あらう [u] 洗う to wash [thing を] L8

ある [u] to exist; there is ...  
[place に thing が]

L5

あるいて 歩いて on foot L4

あるく [u] 歩く to walk L6

アルバイト（を）する／
バイト（を）する

to work part-time L2

あれ that (one over there) L4

あんぜん（な） 安全 safe; secure L10

 い いい good L4

いいえ no L1

いいですね That’s good; Nice! L2

いう [u] 言う to say L6

いえ 家 house; home L2

いく [u] 行く to go [place に] L2

いくつ how many L4

いくら how much L4

いしゃ 医者 doctor [medical] L10

いす chair L5

いそがしい 忙しい busy [person, schedule, 
etc.; not place]

L4

いたい 痛い painful; sore; to hurt;  
to ache [body part が]

L9

いち 一 one L1

いちがつ 一月 January L3

いちじ 一時 one o’clock L2

いちじかん 一時間 one hour L4

いちじかんはん 一時間半 one hour and a half L4

いちじごろ 一時頃 around one o’clock L2

いちねんせい 一年生 first-year student; 
freshman

L1

いちばん 一番 number one;
the first (place); the best; 
the most

L1,

L10

いちまい 一枚 one (flat object) L5

いつ when L2

いつか 五日 the fifth day L5

いっかい 一階 first floor L5

いっさい 一才／歳 one year old L1

いっしょに 一緒に together (with) L3

いっぴき 一ぴき one (small animal) L5

＊ [u] = u-verb, [ru] = ru-verb, [irr.] = irregular verb

いっぷん 一分 one minute L4

いつも always L6

いなか countryside; rural area L10

イヌ 犬 dog L3

イベント event L5

いま 今 now L1

いみ 意味 meaning L7

いもうと 妹 my younger sister L3

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

L3

いる [ru] to exist; there is ...; (specific 
person/animal) is ... 
[place に person/animal が]

L5

いろ 色 color L6

いろいろ（な） 色々 various L7

インターネット／ネット internet L2

インターンシップ（を）する to do an internship L8

インド India L1

 う うえ 上 on; above; on top of  
[thing の]

L5

うける [ru] 受ける to take [exam/quiz を] L8

うしろ 後ろ back; behind  
[person/thing の]

L5

うた 歌 song L1

うち house; home L2

うたう [u] 歌う to sing [song を] L4

うみ 海 sea; ocean L3

うる [u] 売る to sell 
[person に thing を]

L7

うるさい noisy; (annoyingly) loud L5

うれしい glad; happy L7

うんてんする 運転する to drive [vehicle を] L8

うんどうする 運動する to (get) exercise;  
to work out

L3

 え え 絵 picture; painting; drawing L8

えいが 映画 movie L1

えいがかん 映画館 movie theater L5

えいご 英語 English L1

ええ yes [casual];  
uh-huh [while listening]

L2

ATM
（エーティーエム）

ATM L5

えき 駅 train station L8

SNS
（エスエヌエス）

social media L2

～えん ～円 yen [currency in Japan] L4

えんぴつ pencil L4

 お おいしい delicious; tasty L4

おいわい お祝い congratulatory gift; 
celebration

L7

おおい 多い (there are/one has) a lot; 
numerous; plentiful 

L10

おおきい 大きい big; large L4

オーストラリア Australia L1

おかあさん お母さん (someone else’s) mother L3

おかし お菓子 snack; sweet; confection L3

おかねもち お金持ち rich person L10

おきる [ru] 起きる to get up; to wake up L2

おくる [u] 送る to send [person/place に 
thing を]; to give a ride to 
[person を place に/まで]

L8

おくれる [ru] 遅れる to be late 
[class/meeting, etc. に]

L8

おこさん お子さん (someone else’s) child L3

おじいさん (someone else’s) 
grandfather

L3

おしえる [ru] 教える to teach; to tell 
[person に thing を]

L6

おすすめ recommendation L4

おそい 遅い slow; late L10

おだいじに お大事に Get well soon;  
Take care of yourself.

L9

おちゃ お茶 (green) tea L2

おてあらい お手洗い bathroom; restroom; toilet L5

おと 音 sound L5

おとうさん お父さん (someone else’s) father L3

おとうと 弟 my younger brother L3

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

L3

おどる [u] to dance L8

おなか stomach L6

おなかがすく [u] to get hungry L9

おなじ Noun 同じ same Noun L9

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

L3

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

L3

おねがいがある 
[u]

お願いが
ある

to have a favor to ask L8

おねがいする お願い 
する

to ask a favor of 
[person に thing を]

L8

おばあさん (someone else’s) 
grandmother

L3

オフィス (instructor’s) office L8

おふろにはいる 
[u]

おふろに
入る

to take a bath L3

Vocabulary Indexたんごさくいん
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おぼえる [ru] 覚える to memorize [thing を] L6

おもい 重い heavy [weight] L10

おもう [u] 思う to think [sentence と] L9

おもしろい interesting; funny L4

おもちゃ toy L7

およぐ [u] 泳ぐ to swim [place で] L3

おんがく 音楽 music L1

おんせん 温泉 hot springs L7

 か ～かい ～階 [counter for floors] L5

～かい ～回 ... times L6

がいこく 外国 foreign country L9

がいこくご 外国語 foreign language L8

かいしゃ 会社 company L7

かいしゃいん 会社員 company employee;  
office worker

L1

かいもの 買い物 shopping L2

かう [u] 買う to buy [thing を] L2

かう [u] 飼う to own; to have (as a pet) 
[animal を]

L7

かえる [u] 帰る to return [one’s home base 
に]; to go home

L2

かお 顔 face L6

かかる [u] to take [time が]; 
to cost [money が]

L4

かく [u] 書く to write [thing を] L3

かく [u] 描く to draw; to paint  
[drawing/painting/manga を]

L8

がくせい 学生 student L1

～かげつ（かん） ～か月
（間）

... month(s) L6

かじ 火事 fire [destructive (forest, 
building, etc.)]

L10

かしゅ 歌手 singer L10

かす [u] 貸す to lend [person に thing を] L8

かぜ 風 wind L10

かぜをひく [u] to catch a cold L9

かぞく 家族 my family;  
family [general term]

L3

かたづける [ru] to tidy up; to put in order 
[place を];  
to put away [thing を]

L9

～がつ ～月 ... month L3

～がっき ～学期 ... semester L9

かっこいい cool; 
good-looking [appearance]

L4

がっこう 学校 school L2

かなしい 悲しい sad L7

（お）かね （お）金 money L4

かのじょ 彼女 girlfriend; she L7

かばん bag L4

カフェ café L2

かぶる [u] to put on [hat/cap を] L6

かべ wall L10

かみ 髪 hair L6

かみ 紙 paper L10

かようび 火曜日 Tuesday L2

からい spicy; hot [spice level] L9

カラオケ karaoke L9

からだ 体 body L6

かりる [ru] 借りる to borrow 
[person に thing を]

L8

かるい 軽い light [weight] L10

かれ 彼 boyfriend; he L7

かわ 川 river L5

かわいい cute L4

かわる [u] 変わる to change 
[thing/person が]

L10

かんがえる [ru] 考える to think; to consider  
[thing について]

L8

かんこうする 観光する to sightsee [place を] L5

かんこく 韓国 South Korea L1

かんじ 漢字 kanji; Chinese character L3

がんばる [u] to work hard; to persevere L8

 き き 木 tree L5

きいろ 黄色 yellow [noun] L6

きいろい 黄色い yellow L6

きおん 気温 air temperature L9

きく [u] 聞く to listen to; to hear [thing 
を]; to ask [person に]

L2

きこえる [ru] 聞こえる to be audible  
[sound/voice が]

L5

ギターをひく [u] to play the guitar L8

きたない 汚い dirty; messy L7

キッチン kitchen L5

きっぷ ticket L4

きのう 昨日 yesterday L3

きぶん 気分 feeling; mood [physical, 
mental, or emotional]

L9

きぶんがいい 気分が 
いい

to feel well;  
to be in a good mood

L9

きぶんがわるい 気分が 
悪い

to feel ill; to feel down L9

きめる [ru] 決める to decide [issue を]; 
to decide on [option に]

L10

きもの 着物 kimono [traditional 
Japanese clothing]

L7

きゅう／く 九 nine L1

きょう 今日 today L2

きょうかい 教会 church L8

きょうかしょ 教科書 textbook L8

きょうだい 兄弟 my sibling; 
sibling [general term]

L3

きょうみがある 
[u]

興味が
ある

to be interested in  
[thing に]

L8

きょねん 去年 last year L3

きらい（な） not to like; dislike L8

きる [ru] 着る to put on (clothes above 
the waist) [clothes を]

L6

きれい（な） pretty; clean; beautiful L4

ぎんこう 銀行 bank L5

きんようび 金曜日 Friday L2

 く くうこう 空港 airport L8

くがつ 九月 September L3

くち 口 mouth L6

くつ shoes L6

くに 国 country L7

くも 雲 cloud L10

くもり cloudy (weather) L9

くもる [u] to cloud up [weather] L9

くらい 暗い dark [space];  
gloomy [person]

L10

～くらい／ぐらい approximately; about 
[quantity]

L4

クラス class; course L2

クリスマス Christmas L7

くる [irr.] 来る to come [place に] L2

くるま 車 car L4

くれる [ru] to give (to me/member of 
my family)  
[receiver に thing を]

L7

くろ 黒 black [noun] L6

くろい 黒い black L6

 け けいたいでんわ／
ケータイ

携帯電話 mobile phone L7

ケーキ cake L3

ゲーム video game; game L1

けさ 今朝 this morning L3

けっこんする 結婚する to get married [person と] L6

げつようび 月曜日 Monday L2

けんかする to fight; to quarrel  
[person と]

L9

げんき（な） 元気 well [health]; energetic L4

げんきがない 元気が 
ない

out of sorts;  
lacking energy

L9

けんきゅうしつ 研究室 (instructor’s) office L8

けんきゅうする 研究する to research  
[thing を/について]

L8

 こ ご 五 five L1

～ご ～語 ... language L1

こうえん 公園 park L3

こうがく 工学 engineering L1

こうこう 高校 high school L3

こえ 声 voice; singing/chirping  
(of a bird/insect) 

L5

コーヒー coffee L2

コーラ cola L3

ごかぞく ご家族 (someone else’s) family L3

ごがつ 五月 May L3

ごきょうだい ご兄弟 (someone else’s) sibling L3

ここ this place; here L5

ごご 午後 PM; afternoon L2

ここのか 九日 the ninth day L5

ごぜん 午前 AM L2

こたえ 答え answer L6

こたえる [ru] 答える to answer [question に] L6

ことし 今年 this year L3

こども 子供 my child;  
child [general term]

L3

この Noun this Noun L4

ごはん ご飯 meal; cooked rice L2

ごみ／ゴミ trash; garbage L9

ごめん Sorry! [casual] L8

ごりょうしん ご両親 (someone else’s) parents L3

これ this (one) L4

～ごろ ～頃 about; around [time] L2

こわい scary; to be scared (of)  
[1st/2nd person は (person/
thing が)]

L7

こんがっき 今学期 this semester L9

こんげつ 今月 this month L5

コンサート concert L2

こんしゅう 今週 this week L2

こんど 今度 next time; near future;  
this time

L7

こんばん 今晩 tonight; this evening L3

コンビニ convenience store L5

コンピュータ computer(s) L1

 さ ～さい ～才／歳 ... years old L1

さいきん 最近 recently L7

さいふ 財布 wallet L7

さがす [u] 探す to look for [thing/person を] L6
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さかな 魚 fish L3

さくぶん 作文 composition; essay L8

（お）さけ （お）酒 alcohol; Japanese sake L3

さっか 作家 novelist; writer (of a book, 
playwright, etc.)

L10

さびしい lonely L9

さむい 寒い cold [air temperature] L4

（お）さら （お）皿 dish; plate L8

サラダ salad L3

さん 三 three L1

さんがつ 三月 March L3

ざんねん（な） 残念 unfortunate; regrettable; 
disappointing

L5

さんねんせい 三年生 third-year student; junior L1

さんぽする 散歩する to take a walk [place を] L6

 し じ 字 character; letter L10

～じ ～時 ... o’clock L2

しあい 試合 game; match [competition] L5

しあわせ（な） 幸せ happy L10

ジーンズ jeans L6

しがつ 四月 April L3

じかん 時間 time L5

～じかん ～時間 ... hour(s) L4

しけん 試験 test; exam L7

しごと 仕事 job; work L1

じしょ 辞書 dictionary L4

じしん 地震 earthquake L10

しずか（な） 静か quiet L4

した 下 under; below [thing の] L5

しちがつ 七月 July L3

じつは 実は to tell the truth; actually L9

しつもんする 質問する to ask a question [person に] L6

しつれいします 失礼 
します

Excuse me. [when entering/
leaving someone’s office]

L8

じてんしゃ 自転車 bicycle; bike L3

しぬ [u] 死ぬ to die L6

ジム gym L2

じゃ well; if that’s the case L2

しゃしんをとる 
[u]

写真を 
とる

to take a picture L3

しゃちょう 社長 company president; CEO L10

シャワーを 
あびる [ru]

シャワーを
浴びる

to take a shower L3

じゅう 十 ten L1

じゅういちがつ 十一月 November L3

じゅうがつ 十月 October L3

しゅうかん 習慣 custom; habit L7

～しゅう（かん） ～週間 ... week(s) L6

しゅうきょう 宗教 religion L8

じゅうにがつ 十二月 December L3

しゅうまつ 週末 weekend L2

じゅぎょう 授業 class L7

じゅぎょうりょう 授業料 tuition L10

しゅくだい 宿題 homework L1

しゅっしん 出身 one’s place of origin 
(hometown, home country, 
etc.)

L1

しゅみ 趣味 hobby L1

じゅんびする 準備する to prepare [thing を] L10

しょうかいする 紹介する to introduce [person A に 
person B/thing を]

L8

しょうがくきん 奨学金 scholarship L8

（お）しょうがつ （お）正月 New Year’s (holiday) L7

じょうず（な） 上手 to be good at [speaker’s 
objective judgement]

L8

しょうらい 将来 (one’s) future L10

ジョギング jogging L1

しょくどう 食堂 cafeteria; dinining hall L2

しょどう 書道 (the Japanese art of) 
calligraphy

L8

しらべる [ru] 調べる to look up; to look into 
[thing を/について]

L8

しる [u] 知る to get to know; to learn of 
[thing/person を]

L6

しろ 白 white [noun] L6

しろい 白い white L6

～じん ～人 ... person/people 
[nationality]

L1

じんじゃ 神社 (Shinto) shrine L5

しんせつ（な） 親切 kind [does good deeds] L7

しんぶん 新聞 newspaper L9

 す すいえい 水泳 swimming L10

すいせんじょう 推薦状 recommendation letter L8

すいようび 水曜日 Wednesday L2

すうがく 数学 mathematics L1

スーパー supermarket L8

スカート skirt L6

すき（な） 好き to like [thing/person が] L4

すぐ（に） at once; immediately L10

すくない 少ない (there are/one has)  
not much; little; few

L10

すごい amazing; awesome L7

すごく very; really; totally L8

すこし 少し a few; a little L8

（お）すし sushi L3

すずしい cool [air temperature] L9

すてる [ru] 捨てる to throw away [thing を] L9

スニーカー sneakers; athletic shoes L7

スポーツ sports L1

スポーツせんしゅ スポーツ
選手

athlete L10

スマホ smartphone L1

すむ [u] 住む to take up residence (in) 
[place に]

L6

する [irr.] to do [thing を]; 
to put on (a tie, an 
accessory, etc.) [thing を]

L2, 

L6

すわる [u] 座る to sit down [place に] L6

 せ せいかつ 生活 daily life; lifestyle L9

せいじ 政治 politics L1

せいせき 成績 grade (on a test, etc.) L10

セーター sweater L6

せかい 世界 world L7

せがたかい 背が高い tall [stature] L6

せがひくい 背が低い short [stature] L6

せき 席 seat L10

ぜひ by all means L3

せまい narrow; small [space]; 
cramped

L10

ぜろ／ゼロ zero L1

せん 千 thousand L4

せんがっき 先学期 last semester L9

せんげつ 先月 last month L3

せんこう 専攻 major [field of study] L1

せんこうする 専攻する to major in [subject を] L8

～せんしゅ ～選手 ... player;  
athlete who does ...

L10

せんしゅう 先週 last week L3

せんせい 先生 teacher L1

ぜんぜん  
[+ negative]

全然 (not) ... at all; never L2

せんたくする to do the laundry; to wash 
(in the laundry) [thing を]

L3

ぜんぶ 全部 all L5

ぜんぶで 全部で in total; in all L5

 そ そうじする to clean [place を] L3

そうしましょう Let’s do that; Let’s do so. L3

そうだんが 
ある [u]

相談が 
ある

to have something one 
wants to ask for advice on

L8

そうだんする 相談する to consult  
[person に thing について]

L8

そうです That’s right; It is so. L1

そうですか I see. [with falling 
intonation] 

L1

そこ that place; there L5

そして and (then); also L3

そと 外 outside [thing の] L5

その Noun that Noun L4

そふ 祖父 my grandfather L3

ソファ sofa; couch L5

そぼ 祖母 my grandmother L3

そら 空 sky L10

それ that (one) L4

それから and (then); in addition L2

 た だいがく 大学 university; college L1

だいがくいん 大学院 graduate school L1

だいがくいんせい 大学院生 graduate student L1

だいがくせい 大学生 university student;  
college student

L1

だいじょうぶ（な） all right; okay; safe L9

だいすき（な） 大好き to like a lot; to love  
[thing/person が]

L4

たいせつ（な） 大切 important; precious L10

たいてい usually; generally;  
almost always

L4

たいふう 台風 typhoon L9

たいへん（な） 大変 tough [situation] L4

たいよう 太陽 sun L10

たかい 高い high; expensive L4

だから therefore; so L2

たくさん many; a lot L2

タクシー taxi L4

～だけ only ... L6

だす [u] 出す to submit; to turn in [thing 
を]; to take out [thing を]

L6

たすける [ru] 助ける to save (from a tough 
situation); to help (out of a 
tough situation) [person を]

L10

たつ [u] 立つ to stand (up) L6

たてもの 建物 building L5

たのしい 楽しい fun L4

たばこ／タバコ
をすう [u]

吸う to smoke (cigarettes) L8

たぶん 多分 maybe; probably L6

たべもの 食べ物 food L3

たべる [ru] 食べる to eat [thing を] L2

だめ（な） no good L10

だれ 誰 who L1

だれか 誰か someone; 
anyone [in question]

L7
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だれとも／
だれにも
[+ negative]

誰とも／
誰にも

not ... with/to anyone L7

だれの Noun 誰の whose Noun L4

だれも 
[+ negative]

誰も nobody; not ... anyone L7

たんご 単語 vocabulary; word L3

たんじょうび 誕生日 birthday L5

ダンス dance L1

 ち ちいさい 小さい small L4

ちか 地下 basement; underground L5

ちかい 近い near; nearby; close L8

ちかく 近く near; nearby 
[thing/person の]

L5

ちかてつ 地下鉄 subway L4

チケット ticket L4

ちち 父 my father L3

ちゃいろ 茶色 brown [noun] L6

ちゃいろい 茶色い brown L6

ちゅうごく 中国 China L1

チョコレート／チョコ chocolate L7

ちょっと a little L2

 つ ～つ [general counter for things 
without a specific counter]

L4

ついたち 一日 the first day of the month L5

つかう [u] 使う to use [thing を] L7

つかれる [ru] to get tired L9

つくえ 机 desk L5

つくる [u] 作る to make [thing を] L3

つまらない boring L4

つめたい 冷たい cold [to the touch; person] L9

つよい 強い strong L10

つれていく [u] 連れて 
いく

to take [place に person を] L8

つれてくる [irr.] 連れて 
くる

to bring [place に person を] L8

 て て 手 hand L4

T シャツ／ティーシャツ T-shirt L4

デートする to go out on a date  
[person と]

L3

テーブル table L5

でかける [ru] 出かける to go out [place/activity に] L8

てがみ 手紙 letter [correspondence] L3

てつだう [u] 手伝う to help [person を]; 
to help with  
[(person の) task を]

L6

てぶくろ 手ぶくろ gloves L7

でも however; but L2

（お）てら （お）寺 (Buddhist) temple L5

テレビ TV L2

てんき 天気 weather L9

てんきよほう 天気予報 weather forecast L9

でんしゃ 電車 train L4

でんわ 電話 phone L1

でんわ（を）する 電話（を）
する

to make a phone call 
[person/place に]

L8

でんわばんごう 電話番号 phone number L1

 と ～ど ～度 ... degrees [temperature] L9

ドア door L5

トイレ bathroom; restroom; toilet L5

どう how; how about L4

どうして why L7

どうしたんですか What happened?;  
What’s wrong?;  
What’s going on?

L9

どうぶつ 動物 animal L7

どうやって how; in what way; 
by what means

L4

とおか 十日 the tenth day L5

とかい 都会 city/urban area L10

ときどき 時々 sometimes L2

とくい（な） 得意 to be confident in; 
to be good at [subjective]

L8

とけい 時計 watch; clock L4

どこ where L1

どこか somewhere; 
anywhere [in question]

L7

どこにも
[+ negative]

not ... anywhere L7

ところ 所 place L5

としょかん 図書館 library L2

どちら which (of two) L10

どちらも both L10

どっち which (of two) [casual] L10

どっちも both [casual] L10

とても very L4

となり next to [thing/person の] L5

どの Noun which Noun L4

どのくらい／どのぐらい how far [distance];  
how long [time];  
how many; how much

L4

とまる [u] 泊まる to stay at (a hotel, etc.) 
[place に]

L7

ともだち 友達 friend L1

どようび 土曜日 Saturday L2

とり 鳥 bird L5

とる [u] 取る to take [thing を] L8

～ドル dollar L4

どれ which (one) L4

どんな Noun what kind of Noun L4

 な なか 中 inside [thing の] L5

ながい 長い long [length] L6

なかがいい 仲がいい to get along; to be close; 
to be on good terms

L9

なかがわるい 仲が悪い to be on bad terms L9

なく [u] 泣く to cry L9

なつ 夏 summer L9

なつやすみ 夏休み summer vacation/break/
holiday

L3

なな／しち 七 seven L1

なに／なん 何 what L1

なにいろ 何色 what color L6

なにか 何か something; anything 
[in question]

L7

なにで／なんで 何で how; by what means L4

なにも 
[+ negative]

何も nothing; not ... anything L7

なのか 七日 the seventh day L5

（お）なまえ （お）名前 name L1

ならう [u] 習う to learn [thing を] L7

なる [u] to become [thing に] L10

なんかい 何階 what floor L5

なんかい 何回 how many times L6

なんがつ 何月 what month L3

なんさい 何才／
何歳

how old L1

なんじ 何時 what time L2

なんじかん 何時間 how many hours L4

なんど 何度 what temperature; 
how many degrees

L9

なんにち 何日 what day of the month L5

なんにん 何人 how many people L3

なんねん 何年 what year L5

なんねんせい 何年生 what year in school L1

なんばん 何番 what number L1

なんびき 何びき how many (small animals) L5

なんぷん 何分 how many minutes L4

なんまい 何枚 how many (flat objects) L5

なんようび 何曜日 what day of the week L2

 に に 二 two L1

にがつ 二月 February L3

にがて（な） 苦手 not to be confident in; not 
to be good at [subjective]

L8

にぎやか（な） lively; busy [place]; 
boisterous [person]

L4

にく 肉 meat L3

Noun にする to decide on Noun L4

～にち ～日 [counter for days of the 
month]

L5

～にち（かん） ～日（間） ... day(s) L6

にちようび 日曜日 Sunday L2

Noun について about Noun L8

にねんせい 二年生 second-year student; 
sophomore

L1

にほん 日本 Japan L1

にほんご 日本語 Japanese language L1

にほんじん 日本人 Japanese person/people L1

ニュース news L2

～にん ～人 [counter for people] L3

にんきがある [u] 人気が 
ある

to be popular L5

 ぬ ぬいぐるみ stuffed animal L7

 ね ネクタイ (neck)tie L6

ネコ cat L3

ネズミ mouse; rat L10

ねつがある [u] 熱がある to have a fever L9

ねむい sleepy L9

ねる [ru] 寝る to sleep; to go to bed L2

～ねん ～年 the year... L5

～ねん（かん） ～年（間） ... year(s) L6

～ねんせい ～年生 ...-year student  
[grade in school]

L1

 の Noun のあとで ～の後で after Noun L2

ノート notebook L4

のどがかわく [u] to get thirsty L9

Noun のとき ～の時 at the time of Noun; 
when (someone) was Noun

L3

のぼる [u] 登る to climb [mountain に/を] L7

Noun のまえに ～の前に before Noun L7

のみもの 飲み物 drink; beverage L3

のむ [u] 飲む to drink [thing を] L2

のる [u] 乗る to get on; to ride 
[transportation/thing に]

L3

 は は 歯 tooth L9

パーティー party L2

はい yes L1

バイオリンをひく [u] to play the violin L8

バイク motorcycle L10

はいゆう 俳優 actor L10

はいる [u] 入る to enter [place に] L3
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はく [u] to put on (clothes below the 
waist; shoes) [clothes を]

L6

（お）はし （お）箸 chopsticks L4

はじめる [ru] 始める to start; to begin [thing を] L8

バス bus L4

バスてい バス停 bus stop L4

パソコン personal computer; PC L6

はたち 二十才／
二十歳

twenty years old L1

はたらく [u] 働く to work [place で] L6

はち 八 eight L1

はちがつ 八月 August L3

はつか 二十日 the twentieth day L5

バッグ bag L4

はな 花 flower L5

はな 鼻 nose L6

はなし 話 story L6

はなす [u] 話す to speak [language を] L3

はなび 花火 fireworks L10

はなや 花屋 flower shop L5

はは 母 my mother L3

はやい 速い／
早い

fast; quick; 
early

L10

はる 春 spring L9

はれ 晴れ sunny (weather) L9

はれる [ru] 晴れる to clear up; to become 
sunny (weather)

L9

バレンタインデー Valentine’s Day L7

ハロウィン Halloween L7

はをみがく [u] 歯を 
みがく

to brush one’s teeth L6

～はん ～半 half (past) L2

ばん 晩 night; evening L3

～ばん ～番 number ... L1

パン bread L3

ばんごう 番号 number L1

ばんごはん 晩ご飯 dinner; supper L2

 ひ ひ 日 day L7

ピアノをひく [u] to play the piano L8

ビール beer L3

～ひき [counter for small animals/
insects]

L5

ひく [u] to play (musical 
instruments) [keyboard/
stringed instrument を]

L8

ひこうき 飛行機 airplane L4

ピザ pizza L3

（お）ひさしぶり
です

（お）久し
ぶりです

Long time no see;  
It’s been a while.

L8

びじゅつ 美術 art L1

びじゅつかん 美術館 art museum L5

ひだり 左 left [thing/person の] L5

ひっこし（を） 
する

引っ越し
（を）する

to move [place に] 
[changing residence]

L7

ひと 人 person L3

ひとつ 一つ one; one object L4

ひとり 一人 one person L3

ひとりっこ 一人っ子 only child L3

ひとりで 一人で alone; by oneself L3

ひま（な） to have spare time;  
to be free; not busy

L8

ひゃく 百 hundred L4

びょういん 病院 hospital L5

びょうき 病気 sick(ness); ill(ness); 
disease

L9

ひる 昼 daytime; midday L2

ひるごはん 昼ご飯 lunch L2

ひろい 広い wide; spacious; roomy L10

 ふ ～ぶ ～部 ... club L10

ふく 服 clothes L6

ふく [u] to blow; to play (musical 
instruments)  
[wind instrument を]

L8

ふたつ 二つ two; two objects L4

ふたり 二人 two people L3

ふつか 二日 the second day L5

ふとる [u] 太る to gain weight L6

ふね 船 boat; ship L10

ふゆ 冬 winter L9

フランス France L1

ふるい 古い old [thing; not used for 
people]

L4

フルートをふく [u] to play the flute L8

プレゼント present; gift L7

～ふん ～分 ... minute(s) L4

ぶんか 文化 culture L8

ぶんがく 文学 literature L8

ぶんぽう 文法 grammar L8

 へ へた（な） 下手 to be bad at; not to 
be good at [speaker’s 
objective judgement]

L8

ベッド bed L5

ペット pet L3

へや 部屋 room L2

へん（な） 変 strange; unusual L7

べんきょう 勉強 study L1

べんきょう（を）
する

勉強（を）
する

to study [thing を] L2

べんごし 弁護士 lawyer; attorney L10

べんり（な） 便利 convenient; useful L7

 ほ ぼうし cap; hat L4

ホームシック homesickness L10

ホームステイ（を）する to do a homestay L10

ぼく 僕 I [used mainly by men] L1

ほしい to want [thing が] L7

ホテル hotel L5

ほん 本 book L1

ほんとうですか 本当ですか Really?; Is it true? L4

ほんとうに 本当に really; actually L10

ほんや 本屋 bookstore L5

 ま まあまあ（な） okay; so-so L4

～まい ～枚 [counter for flat objects] L5

まいあさ 毎朝 every morning L8

まいしゅう 毎週 every week L8

まいとし 毎年 every year L5

マイナス minus L9

まいにち 毎日 every day L2

まいばん 毎晩 every evening L8

まえ 前 front; in front of 
[thing/person の]

L5

まじめ（な） serious-minded; diligent L9

マスク face mask L7

まずい not tasty; bad [taste] L9

まだ
[+ negative]

not yet L6

またあした また明日 See you tomorrow. L7

まち 町 town; city L4

まつ [u] 待つ to wait (for)  
[thing/person を]

L6

まど 窓 window L5

マフラー winter scarf L7

マレーシア Malaysia L1

まん 万 ten thousand L4

まんが comic book; manga L1

 み みえる [ru] 見える to be visible  
[thing/person が]

L5

みぎ 右 right [thing/person の] L5

みじかい 短い short [length] L6

みず 水 water L2

みずうみ 湖 lake L10

（お）みせ （お）店 shop; store; restaurant L7

みせる [ru] 見せる to show  
[person に thing を]

L6

みち 道 road L10

みっか 三日 the third day L5

みっつ 三つ three; three objects L4

みどり 緑 green L6

みなさん everyone; you all L7

みみ 耳 ear L6

（お）みやげ present for others brought 
back from a trip

L7

みる [ru] 見る to look at; to watch; to see 
[thing を]

L2

みんな everyone; everything L4

みんなで all together L4

 む むいか 六日 the sixth day L5

むかえにいく [u] 迎えに 
行く

to go pick up  
[place に person を]

L8

むかえにくる [irr.] 迎えに 
来る

to come to pick up  
[place に person を]

L8

むかし 昔 the past; old times L10

むし 虫 bug; insect L10

むずかしい 難しい difficult; hard L4

 め め 目 eye L6

メール email L3

めがね glasses L6

めがねをかける [ru] to put on glasses L6

 も もう 
[+ affirmative]

already L6

もう
[+ question]

yet; already L6

もうすこし もう少し a little more L8

もうちょっと a little more [less formal] L8

もくようび 木曜日 Thursday L2

もしもし Hello. [used to begin a 
phone conversation]

L6

もつ [u] 持つ to hold; to carry [thing を] L6

もっと more  
[number; amount; degree]

L7

もの 物 (physical/tangible) thing L7

もらう [u] to receive  
[giver に thing を]

L7

 や ～や ～屋 ... shop; ... store L5

やきゅう 野球 baseball L10

やさい 野菜 vegetable L3

やさしい nice [personality]; easy L4

やすい 安い inexpensive; cheap [price] L4

やすみ 休み break; day off L2
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やすむ [u] 休む to be absent (from) [job/
class を]; to (take a) rest

L9

やせる [ru] to lose weight L6

やちん 家賃 rent [money for rented 
living space]

L10

やま 山 mountain L5

 ゆ ゆうびんきょく 郵便局 post office L5

ゆうめい（な） 有名 famous L4

ゆき 雪 snow L9

ゆっくり slowly; in a relaxed fashion L9

ゆびわ ring  
[jewelry worn on fingers]

L7

ゆめ 夢 dream L7

 よ ようか 八日 the eighth day L5

～ようび ～曜日 ...day L2

よかったら if you like; if possible L5

よく often; 
well

L2, 
L10

よこ 横 beside [things/person の] L5

よっか 四日 the fourth day L5

よてい 予定 schedule; plan L8

よねんせい 四年生 fourth-year student; senior L1

よむ [u] 読む to read [thing を] L2

よる 夜 night; evening L2

よるおそく 夜遅く late at night L8

よわい 弱い weak L10

よん／し 四 four L1

 ら らいがっき 来学期 next semester L9

らいげつ 来月 next month L5

らいしゅう 来週 next week L2

らいねん 来年 next year L7

 り リビング living room L5

りゅうがくする 留学する to study abroad [place に] L8

りゅうがくせい 留学生 international student L1

りょう 寮 dormitory L2

りょうしん 両親 my parents L3

りょうりする 料理する to cook [thing を] L3

りょかん 旅館 traditional Japanese inn L7

りょこうする 旅行する to travel to [place に];  
to travel in/around [place を]

L3

 れ れいど ０度 zero degrees L9

れきし 歴史 history L8

レストラン restaurant L2

れんしゅうする 練習する to practice [thing を] L6

 ろ ろく 六 six L1

ろくがつ 六月 June L3

 わ わかい 若い young L10

わかる [u] 分かる to understand [thing が] L8

わかれる [ru] 別れる to break up; to part ways 
[person と]

L9

わすれる [ru] 忘れる to forget [thing を]; to 
leave behind [place に 
thing を]

L8

わたし 私 I L1

わらう [u] 笑う to laugh; to smile L9

わるい 悪い bad L9

X は Y がすきで
す

～が好き
です

X likes Y. L1

X は Y がだいす
きです

～が大好
きです

X likes Y a lot; X loves Y. L1

Noun はちょっと… I don’t particulary care for 
Noun; Noun isn’t good for 
me. [indirect rejection]; 
Noun is a little 
(inconvenient for me). 
[used to reject a suggestion 
or invitation indirectly].

L2, 

L3

Noun はどうですか How about Noun? L3

Topic はなにが
すきですか

～は何が
好きです
か

When it comes to [the 
topic], what do you like?

L2


