
課 語彙 ローマ字 漢字 訳

きょうしつはじめます。 hajimemasu 始めます。 Let's begin.

きょうしつやすみます。 yasumimasu 休みます。 Let's take a break.

きょうしつおわります。 owarimasu 終わります。 Let's finish.

きょうしつみて　ください。 mite kudasai 見てください。 Please look at ～.

きょうしつきいて　ください。 kiite kudasai 聞いてください。 Please listen.

きょうしつよんで　ください。 yonde kudasai 読んでください。 Please read.

きょうしつかいて　ください。 kaite kudasai 書いてください。 Please write.

きょうしついって　ください。 itte kudasai 言ってください。 Please say.

きょうしつ
もう　いちど　いって　くだ
さい。

moo ichido itte
kudasai

もう一度言ってくだ
さい。

Please say it again.

きょうしつわかりました。 wakarimashita 分かりました。 I've understood.

きょうしつわかりません。 wakarimasen 分かりません。 I don't understand.

きょうしつにほんごで　なんですか。 nihongode nandesuka 日本語で何ですか。 What is ～ in Japanese?

あいさつ おはよう（ございます）。 ohayoo(gozaimasu)

Good morning. (greeting used on getting up
or when meeting people in the morning. 「お
はようございます」 is  politer than 「おはよ
う」.)

あいさつ こんにちは。 konnichiwa
Good afternoon., Hello. (greeting used when
meeting people in the afternoon)

あいさつ こんばんは。 konbanwa
Good evening. (greeting used when meeting
people in the evening)

あいさつ さようなら。 sayoonara Goodbye. (expression used when parting)

あいさつ じゃあね。 jaane Bye. (casual way of saying 「さようなら」)

あいさつ はじめまして。 hajimemashite
How do you do? (set expression used when
meeting someone for the first time)

あいさつ どうぞ　よろしく。 doozo yoroshiku
It's nice to meet you. (greeting used when
introducing yourself. )

あいさつ すみません。 sumimasen Excuse me., I'm sorry., Thank you.

あいさつ おねがいします。 onegaishimasu お願いします。
Please. (set expression used when making a
request)

あいさつ ごめんなさい。 gomennasai I'm sorry.

あいさつ どうぞ。 doozo
Please. (expression used when encouraging
some action or offering something)

あいさつ ありがとう（ございます）。 arigatoo(gozaimasu)
Thank you. (「ありがとうございます」 is politer
than 「ありがとう」.)

あいさつ いただきます。 itadakimasu
I'm going to start. (set expression used
before eating)

あいさつ ごちそうさま（でした）。 gochisoosama(deshita)
Thank you for the good food. (set expression
used after eating. 「ごちそうさまでした」 is
politer than 「ごちそうさま」.)

あいさつ いってきます。 ittekimasu 行ってきます。
See you later., Bye. (set phrase said when
going out)

あいさつ いってらっしゃい。 itterasshai 行ってらっしゃい。
See you later. (set phrase said to people
going out)

あいさつ ただいま。 tadaima
I'm home. (set phrase said when arriving
home)

あいさつ おかえりなさい。 okaerinasai お帰りなさい。
Welcome home. (set phrase said to people
arriving home)

あいさつ いらっしゃい。 irasshai Welcome.

あいさつ しつれいします。 shitsureeshimasu 失礼します。 Excuse me.

あいさつ おめでとう（ございます）。 omedetoo(gozaimasu)
Congratulations. (「おめでとうございます」 is
politer than「おめでとう」.)

あいさつ
(あけまして）　おめでとう
（ございます）。

(akemashite)
omedetoo(gozaimasu)

（明けまして）おめ
でとう（ございま
す）。

Happy New Year. (can be shortened to 「お
めでとう」)

1 なまえ namae 名前 name

1 わたし watashi I

『新装版 いっぽ にほんご さんぽ 暮らしのにほんご教室 初級１』課順語彙リスト 英語訳　

1 / 17 



1 おなまえ onamae お名前

(your/his/her) name (A politer way of saying
「なまえ」, it is used when referring to the
name of the person you are talking to or a
third person.)

1 くに kuni 国 country

1 イギリス igirisu England, U.K.

1 ドイツ doitsu Germany

1 トルコ toruko Turkey

1 インド indo India

1 タイ tai Thailand

1 ロシア roshia Russia

1 ちゅうごく chuugoku 中国 China

1 かんこく kankoku 韓国 Korea

1 にほん nihon 日本 Japan

1 フィリピン firipin Philippines

1 オーストラリア o-sutoraria Australia

1 アメリカ amerika America, U.S.A.

1 ブラジル burajiru Brazil

1 おくに okuni お国

(your/his/her) country (A politer way of
saying 「くに」, it is used when referring to
the country of the person you are talking to
or a third person.)

1 ～じん ～jin ～人
a person from ～ (suffix used with the name
of a country)

1 ～さん ～san
Mr./Ms. ～ (suffix used with the name of a
person)

1 しごと shigoto 仕事 job, work

1 せんせい sensee 先生
teacher (not used to refer to your own
profession)

1 きょうし kyooshi 教師 teacher

1 かいしゃいん kaishain 会社員 company employee

1 いしゃ isha 医者 doctor

1 エンジニア enjinia engineer

1 コック kokku cook, chef

1 がくせい gakusee 学生 student, pupil

1 しゅふ shufu 主婦 housewife

1 おしごと oshigoto お仕事

(your/his/her) job, work (A politer way of
saying 「しごと」, it is used when referring to
the work of the person you are talking to or
a third person.)

1 しごとは　して　いません。
shigotowa shite
imasen

仕事はしていませ
ん。

I am not working.

1 はい hai Yes.

1 いいえ iie No.

1 かず kazu 数 number

1 ゼロ zero zero

1 れい ree 零 zero

1 いち ichi 一 1

1 に ni ニ 2

1 さん san 三 3

1 よん yon 四 4

1 し shi 四 4

1 ご go 五 5

1 ろく roku 六 6

1 なな nana 七 7

1 しち shichi 七 7

1 はち hachi 八 8

1 きゅう kyuu 九 9

1 く ku 九 9

1 じゅう juu 十 10

1 ～さい ～sai ～歳 year(s) old (counter suffix to express age)

1 ～ちゃん ～chan (suffix used with a child's name)

1 なんさい nansai 何歳 how old (used to ask for age)
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1 なん～ nan～ 何～
what ～, how ～ (used before counter
suffixes related to number, amounts, time,
etc.)

1 ～くん ～kun ～君 (suffix mainly used with a boy's name)

1 あのう anoo Umm...

1 しつれいですが shitsureedesuga 失礼ですが Excuse me, but...

1
こちらこそ　どうぞ　よろし
く。

kochirakoso doozo
yoroshiku

It's nice to meet you, too. (greeting when
introducing yourself)

2 でんわばんごう denwabangoo 電話番号 telephone number

2 けいたい（でんわ） keetai(denwa) 携帯（電話） mobile/cellular phone

2 なんばん nanban 何番 what number

2 けいさつ keesatsu 警察 police station

2 しょうぼう shooboo 消防 fire station

2 きゅうきゅう kyuukyuu 救急 ambulance

2 じゅうしょ juusho 住所 address

2 と to 都 metropolis (used only for Tokyo）

2 どう doo 道 prefecture (used only for Hokkaido)

2 ふ fu 府 prefecture (used only for Osaka and Kyoto)

2 けん ken 県 prefecture

2 し shi 市 city

2 ぐん gun 郡 county

2 く ku 区 ward

2 ひゃく hyaku 百 100

2 せん sen 千 1,000

2 まん man 万 10,000

2 いくら ikura 幾ら
how much (interrogative used to ask the
price)

2 ～えん ～en ～円 ～ yen

2 なん nan 何 what

2 ほん hon 本 book

2 これ kore this (refers to something near the speaker)

2 テレビ terebi T.V.

2 とけい tokee 時計 watch, clock

2 いす isu chair

2 つくえ tsukue 机 desk

2 しんぶん shinbun 新聞 newspaper

2 ノート no-to notebook

2 シャーペン sha-pen mechanical/propelling pencil

2 ボールペン bo-rupen ballpoint pen

2 めがね megane 眼鏡 glasses

2 じしょ jisho 辞書 dictionary

2 でんしじしょ denshijisho 電子辞書 electronic dictionary

2 パソコン pasokon personal computer

2 カメラ kamera camera

2 かぎ kagi key

2 さいふ saifu 財布 wallet

2 でんわ denwa 電話 telephone

2 かさ kasa 傘 umbrella

2 くつ kutsu 靴 shoe(s)

2 ぼうし booshi 帽子 hat, cap

2 かばん kaban bag

2 き ki 木 tree

2 じてんしゃ jitensha 自転車 bicycle

2 くるま kuruma 車 car, automobile

2 うち uchi house, home (means the same as 「いえ」)

2 いえ ie 家 house, home (means the same as 「うち」)

2 そうです。 soodesu That's right.

2 ちがいます。 chigaimasu 違います。 That's wrong., It isn't.

2 みせ mise 店 shop, restaurant

2 ひと hito 人 person

2 だれ dare who

2 おいしゃさん oishasan お医者さん
doctor (used when referring to the
profession of the person you are talking to
or a third person)

2 ばんごう bangoo 番号 number
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2 じゃ ja then

2 これを　ください。 koreo kudasai これを下さい。 I'll have this/it.

2 おつり otsuri お釣り change

3 それ sore
that (refers to something a little distant from
the speaker or near the listener)

3 あれ are
that (over there) (refers to something far
from both the speaker and listener)

3 いぬ inu 犬 dog

3 おりがみ origami 折り紙 origami

3 とり tori 鳥 bird

3 どれ dore which (choosing out of three or more)

3 あなた anata you

3 どこ doko where

3 この kono
this (placed before a noun to refer to
something near the speaker)

3 その sono
that (placed before a noun to refer to
something a little distant from the speaker
or near the listener)

3 あの ano
that (over there) (placed before a noun to
refer to something far from both the speaker
and the listener)

3 イタリア itaria Italy

3 バナナ banana banana

3 にく niku 肉 meat

3 ぎゅうにく gyuuniku 牛肉 beef

3 ぶたにく butaniku 豚肉 pork

3 メキシコ mekishiko Mexico

3 やさい yasai 野菜 vegetable

3 くだもの kudamono 果物 fruit

3 さかな sakana 魚 fish

4 ～じ ～ji ～時 ～ o'clock

4 ～ふん・～ぷん ～fun・～pun ～分 ～ minute(s)

4 はん han 半 half past, thirty

4 なんじ nanji 何時 what time

4 いま ima 今 now

4 あさ asa 朝 morning

4 ひる hiru 昼 daytime, noon

4 よる yoru 夜 night

4 ごぜん gozen 午前 A.M.

4 ごご gogo 午後 P.M.

4 から kara from

4 まで made till, to

4 ぎんこう ginkoo 銀行 bank

4 スーパー su-pa- supermarket

4 ゆうびんきょく yuubinkyoku 郵便局 post office

4 びょういん byooin 病院 hospital

4 がっこう gakkoo 学校 school

4 ようちえん yoochien 幼稚園 kindergarten

4 かいしゃ kaisha 会社 company

4 エーティーエム（ＡＴＭ） e-ti-emu ATM (Automated Teller Machine)

4 にほんごきょうしつ nihongokyooshitsu 日本語教室 Japanese language class

4 しょうがっこう shoogakkoo 小学校 elementary school

4 おとこ otoko 男 man, male

4
どうも　ありがとうございま
す。

doomo
arigatoogozaimasu

Thank you very much. (politer way of saying
「ありがとうございます」)

4 うけつけ uketsuke 受付 reception

5 ここ koko here (refers to space near the speaker)

5 そこ soko
there (refers to space a little far from the
speaker or near the listener)

5 あそこ asoko
over there (refers to space far from the
speaker and the listener)

5 エレベーター erebe-ta- elevator, lift

5 きょうしつ kyooshitsu 教室 classroom

5 しょくどう shokudoo 食堂 cafeteria, canteen

5 ロビー robi- lobby
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5 トイレ toire toilet

5 じむしつ jimushitsu 事務室 office

5 コピーき kopi-ki コピー機 photocopier

5 じどうはんばいき jidoohanbaiki 自動販売機 vending machine

5 へや heya 部屋 room

5 げんかん genkan 玄関 entrance hall

5 かいだん kaidan 階段 stairs

5 だいどころ daidokoro 台所 kitchen

5 （お）ふろ (o)furo bathroom

5 ベッド beddo bed

5 ～かい・～がい ～kai・～gai ～階 ～ floor

5 ちか chika 地下 underground, basement

5 なんがい nangai 何階 what floor

5 アパート apa-to apartment building, block of flats

5 ヨガ yoga yoga

5 しお shio 塩 salt

5 こちら kochira
here (politer way of saying 「ここ」, 「この　ひ
と」or 「この　ほうこう (this direction)」）

5 あ a oh

5 どうも。 doomo
Thank you. (simpler way of saying「どうもあり
がとう」)

5 さとう satoo 砂糖 sugar

5 しょうゆ shooyu soy sauce

5 とりにく toriniku とり肉 chicken

5 ジュース ju-su juice

5 ぎゅうにゅう gyuunyuu 牛乳 milk

5 パン pan bread

5 （お）かし (o)kashi （お）菓子 sweets, candy, confectionary, cake

5 サラダあぶら sarada’abura サラダ油 salad oil

5 せんざい senzai 洗剤 detergent

5 せっけん sekken soap

5 トイレットペーパー toirettope-pa- toilet paper

5 そちら sochira
there (politer way of saying 「そこ」, 「その
ひと」and 「その　ほうこう (that direction)」)

5 あちら achira
over there (politer way of saying 「あそこ」,
「あの　ひと」and 「あの　ほうこう(that
direction over there)」)

5 どちら dochira
where, which way (politer way of saying 「ど
こ」, 「どの　ひと」 and 「どの　ほうこう (which
direction)」)

5 どの dono
which (interrogative before a noun when
choosing one out of three or more)

6 なんようび nan’yoobi 何曜日 what day of the week

6 にちようび nichiyoobi 日曜日 Sunday

6 げつようび getsuyoobi 月曜日 Monday

6 かようび kayoobi 火曜日 Tuesday

6 すいようび suiyoobi 水曜日 Wednesday

6 もくようび mokuyoobi 木曜日 Thursday

6 きんようび kin’yoobi 金曜日 Friday

6 どようび doyoobi 土曜日 Saturday

6 おととい ototoi the day before yesterday

6 きのう kinoo 昨日 yesterday

6 きょう kyoo 今日 today

6 あした ashita tomorrow

6 あさって asatte the day after tomorrow

6 やすみ yasumi 休み holiday, day off

6 びよういん biyooin 美容院 beauty parlor, hairdresser's salon

6 あめ ame 雨 rain

6 はれ hare 晴れ sunny, fair

6 てんき tenki 天気 weather

6 くもり kumori 曇り cloudy

6 ゆき yuki 雪 snow

6 しげんごみ shigengomi 資源ごみ recyclable waste

6 ひ hi 日 day

6 びん bin 瓶 bottle
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6 かん kan 缶 can

6 こし koshi 古紙 old paper

6 ペットボトル pettobotoru PET/plastic bottle

6 かねんごみ kanengomi 可燃ごみ burnable garbage

6 ふねんごみ funengomi 不燃ごみ nonburnable garbage

6 そだいごみ sodaigomi 粗大ごみ oversized garbage

6 ごみ gomi garbage, rubbish

6 もしもし moshimoshi hello (used on the phone)

6 くやくしょ kuyakusho 区役所 ward office

6 どうぶつえん doobutsuen 動物園 zoo

6 そうですか。 soodesuka
I see. (expression used to indicate one's
understanding of what the other person has
said)

6 ごみおきば gomiokiba ごみ置き場 garbage collection point (storage area)

6 きんじょ kinjo 近所 neighborhood, vicinity

6 ああ aa oh, ah

7 どうし dooshi 動詞 verb

7 はたらきます hatarakimasu 働きます work

7 しごとします shigotoshimasu 仕事します work

7 やすみます yasumimasu 休みます rest, take a vacation, take a day off

7 べんきょうします benkyooshimasu 勉強します study

7 せんたくします sentakushimasu 洗濯します wash (clothes)

7 そうじします soojishimasu 掃除します clean, tidy up

7 かいものします kaimonoshimasu 買い物します do shopping

7 まいにち mainichi 毎日 every day

7 まいあさ maiasa 毎朝 every morning

7 まいばん maiban 毎晩 every evening

7 ときどき tokidoki 時々 sometimes

7 けさ kesa 今朝 this morning

7 こんばん konban 今晩 this evening

7 おきます okimasu 起きます get up, wake up

7 ねます nemasu 寝ます go to bed, sleep

7 ～ごろ ～goro about ～, around ～

7 はやいですね。 hayaidesune 早いですね。 That's early.

7 おそいですね。 osoidesune 遅いですね。 That's late.

7 たいへんですね。 taihendesune 大変ですね。
That's hard/tough. (expression used to show
sympathy when somebody is doing
something hard or difficult)

8 いきます ikimasu 行きます go

8 きます kimasu 来ます come

8 かえります kaerimasu 帰ります return (home)

8 レストラン resutoran restaurant

8 どこも dokomo anywhere (used in negative sentences)

8 ほんや hon’ya 本屋 bookshop

8 コンビニ konbini convenience store

8 ともだち tomodachi 友達 friend

8 こうえん kooen 公園 park

8 やおや yaoya 八百屋 greengrocer's, vegetable store

8 としょかん toshokan 図書館 library

8 デパート depa-to department store

8 ひこうき hikooki 飛行機 airplane

8 タクシー takusｈi- taxi

8 しんかんせん shinkansen 新幹線 bullet train

8 バス basu bus

8 でんしゃ densha 電車 train

8 ちかてつ chikatetsu 地下鉄 underground railway, subway

8 ふね fune 船 ship

8 あるいて aruite 歩いて on foot

8 くうこう kuukoo 空港 airport

8 どのぐらい donogurai
how long/much (used to ask about the
length of time, amount of money, quantity)

8 ～じかん ～jikan ～時間 ～ hour(s)

8 ～ぐらい ～gurai about ～, around ～

8 えき eki 駅 station

8 それから sorekara after that, and then
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8 バスてい basutee バス停 bus stop

8 ええ ee yes (slightly informal equivalent of 「はい」)

8 たいへんでしたね。 taihendeshitane 大変でしたね。
That was hard/tough. (expression used to
show sympathy when somebody has done
something hard or difficult)

8 おちゃを　どうぞ。 ochao doozo お茶をどうぞ。 Please have some tea.

9 いつ itsu when (interrogative used to ask the time)

9 ～ねん ～nen ～年 the year ～

9 ～がつ ～gatsu ～月 ～th  month of the year

9 ついたち tsuitachi 一日 1st

9 ふつか futsuka 二日 2nd

9 みっか mikka 三日 3rd

9 よっか yokka 四日 4th

9 いつか itsuka 五日 5th

9 むいか muika 六日 6th

9 なのか nanoka 七日 7th

9 ようか yooka 八日 8th

9 ここのか kokonoka 九日 9th

9 とおか tooka 十日 10th

9 はつか hatsuka 二十日 20th

9 ～にち ～nichi ～日 ～th day of the month

9 たんじょうび tanjoobi 誕生日 birthday

9 せいねんがっぴ seenengappi 生年月日 date of birth

9 なんがつ nangatsu 何月 what/which month

9 なんにち nannichi 何日 what/which day (of the month)

9 （お）たんじょうび (o)tanjoobi （お）誕生日 birthday

9 しょうがつ shoogatsu 正月 New Year

9 おぼん obon お盆
Bon Festival (Japanese annual event, held
either around 15 July or 15 August)

9 がんじつ ganjitsu 元日 New Year's Day

9 せつぶん setsubun 節分
Setsubun (day before the first day of spring
in the Japanese lunar calendar) (Japanese
annual event, held around 3 February)

9 ひなまつり hinamatsuri ひな祭り
Doll Festival (Japanese annual event, held
on 3 March)

9 こどもの　ひ kodomono hi 子供の日
Children's Day (Japanese annual event, held
on 5 May)

9 たなばた tanabata 七夕
Star Festival (Japanese annual event, held
on either 7 July or ７ August)

9 ～まえ（に） ～mae(ni) ～前（に） ago, before

9 ～かげつ ～kagetsu ～か月 ～ month(s)

9 ～ねん ～nen ～年 ～ year(s)

9 はんとし hantoshi 半年 half a year

9 ～にち ～nichi ～日 ～ day(s)

9 ～しゅうかん ～shuukan ～週間 ～ week(s)

9 せんげつ sengetsu 先月 last month

9 きょねん kyonen 去年 last year

9 せんしゅう senshuu 先週 last week

9 こんしゅう konshuu 今週 this week

9 らいしゅう raishuu 来週 next week

9 こんげつ kongetsu 今月 this month

9 らいげつ raigetsu 来月 next month

9 ことし kotoshi 今年 this year

9 らいねん rainen 来年 next year

9 かぞく kazoku 家族 family

9 おっと otto 夫 (my) husband

9 ごしゅじん goshujin ご主人 (your/her) husband

9 つま tsuma 妻 (my) wife

9 おくさん okusan 奥さん (your/his) wife

9 こども kodomo 子供 child

9 おこさん okosan お子さん (your/his/her) child

9 かれ kare 彼 boyfriend, he

9 かのじょ kanojo 彼女 girlfriend, she

9 ひとりで hitoride 一人で by oneself

9 いっしょに isshoni 一緒に with, together
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9 うみ umi 海 sea

9 やま yama 山 mountain

9 おんせん onsen 温泉 hot spring

9 ゴールデンウイーク go-ruden’ui-ku
Golden Week (number of linked holidays
between April and May)

9 まえは maewa 前は before

10 たべます tabemasu 食べます eat

10 のみます nomimasu 飲みます drink

10 たべもの tabemono 食べ物 food

10 たまご tamago 卵 egg

10 ごはん gohan ご飯 cooked rice, meal

10 のみもの nomimono 飲み物 drink, beverage

10 コーヒー ko-hi- coffee

10 （お）ちゃ (o)cha （お）茶 green tea

10 こうちゃ koocha 紅茶 black tea

10 みず mizu 水 water

10 コーラ ko-ra cola, Coke

10 ビール bi-ru beer

10 （お）さけ (o)sake （お）酒 Japanese rice wine

10 あさごはん asagohan 朝ご飯 breakfast

10 ひるごはん hirugohan 昼ご飯 lunch

10 ばんごはん bangohan 晩ご飯 evening meal, dinner

10 なに nani 何 what

10 なにも nanimo 何も anything (used in negative sentences)

10 ラーメン ra-men ramen, Chinese noodles

10 スパゲッティ supagetti spaghetti

10 カレー kare- curry and rice

10 サンドイッチ sandoicchi sandwich

10 ハンバーガー hanba-ga- hamburger

10 うどん udon udon (Japanese wheat noodles)

10 サラダ sarada salad

10 アイスクリーム aisukuri-mu ice cream

10 みます mimasu 見ます see, watch, look at

10 ききます kikimasu 聞きます listen, hear, ask

10 かきます［てがみを～］ kakimasu［tegamio～］
書きます［手紙を
～］

write [a letter]

10 よみます yomimasu 読みます read

10 かいます kaimasu 買います buy

10 します［を～］ shimasu［o～］ do

10 てがみ tegami 手紙 letter

10 えいが eega 映画 film, movie

10 おんがく ongaku 音楽 music

10 ケーキ ke-ki cake

10 うんどう undoo 運動 exercise

10 ひゃくえんショップ hyakuenshoppu １００円ショップ 100-yen shop

10 シーディー（ＣＤ） shi-di- CD

10 ディーブイディー（ＤＶＤ) di-buidi- DVD

10 いつも itsumo always, usually

10 シャツ shatsu shirt

10 りょうり ryoori 料理 cooking, cooked dish

10 スタート suta-to start

10 もどります modorimasu 戻ります return

10 ゴール go-ru goal

10 つかれました。 tsukaremashita 疲れました。 (I am) tired.

10 にっき nikki 日記 diary

11 はし hashi chopsticks

11 スプーン supu-n spoon

11 フォーク fo-ku fork

11 ナイフ naifu knife

11 て te 手 hand

11 すし sushi sushi

11 クレヨン kureyon crayon

11 え e 絵 picture

11 かきます［えを～］ kakimasu［eo～］ かきます［絵を～］ draw [a picture]

11 はさみ hasami scissors

8 / 17 



11 かみ kami 紙 paper

11 きります kirimasu 切ります cut

11 カッター katta- cutter

11 ほうちょう hoochoo 包丁 kitchen knife

11 えんぴつ enpitsu 鉛筆 pencil

11 ピザ piza pizza

11 ～ご ～go ～語 ～ language

11 はなします hanashimasu 話します talk, speak

11 えいご eego 英語 English

11 なにご nanigo 何語 what language

11 やかん yakan kettle

11 たす tasu 足す add, plus

11 ひく hiku 引く subtract, minus

11 かける kakeru 掛ける multiply, times

11 わる waru 割る divide

11 もう moo already

11 まだ mada not yet

11 ～たち ～tachi (suffix to indicate a plural number of people)

11 さっき sakki a little while ago

11 あとで atode 後で later

11 カタカナ katakana katakana (a Japanese syllabary)

11 ヒンディーご hindi-go ヒンディー語 Hindi

11 むすこ musuko 息子 (my) son

11 すごいですね。 sugoidesune That's amazing, terrific.

11 えっ e What!? (word used to indicate surprise)

11 ひらがな hiragana 平仮名 hiragana (a Japanese syllabary)

11 ぜんぶ zenbu 全部 all

11 おわります owarimasu 終わります finish

11 たぶん tabun 多分 perhaps, probably

11 おやすみなさい。 oyasuminasai お休みなさい。 Good night.
ふくしゅう

２ やさいジュース yasaiju-su 野菜ジュース vegetable juice

ふくしゅう
２ （お）きゃく（さん） (o)kyaku(san) （お）客（さん） customer, visitor

12 けいようし keeyooshi 形容詞 adjective

12 りんご ringo apple

12 おおきい ookii 大きい big

12 ちいさい chiisai 小さい small

12 おもい omoi 重い heavy

12 かるい karui 軽い light

12 あたらしい atarashii 新しい new, fresh

12 ふるい furui 古い old (not of age)

12 たかい takai 高い expensive

12 やすい yasui 安い cheap

12 たかい takai 高い high, tall

12 ひくい hikui 低い low, short

12 あつい atsui 熱い hot (to the touch)

12 つめたい tsumetai 冷たい cold (to the touch)

12 あつい atsui 暑い hot (weather)

12 さむい samui 寒い cold (weather)

12 あたたかい atatakai 暖かい warm

12 すずしい suzushii 涼しい cool

12 おいしい oishii tasty, delicious

12 まずい mazui not good (taste)

12 いい ii good

12 わるい warui 悪い bad

12 テスト tesuto test

12 てん ten 点 mark, score

12 なつ natsu 夏 summer

12 むしあつい mushiatsui 蒸し暑い hot and humid

12 はる haru 春 spring

12 あき aki 秋 autumn, fall

12 ふゆ fuyu 冬 winter

12 あじ aji 味 taste

12 あまい amai 甘い sweet

12 からい karai 辛い hot, spicey
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12 しおからい shiokarai 塩辛い salty (means the same as 「しょっぱい」)

12 しょっぱい shoppai salty (means the same as 「しおからい」)

12 すっぱい suppai 酸っぱい sour

12 わさび wasabi Japanese horseradish

12 げんき（な） genki(na) 元気（な） healthy, cheerful

12 きれい（な） kiree(na) beautiful, clean

12 すてき（な） suteki(na) great, cool, wonderful

12 しんせつ（な） shinsetsu(na) 親切（な） kind

12 ゆうめい（な） yuumee(na) 有名（な） famous

12 べんり（な） benri(na) 便利（な） useful, handy

12 ふべん（な） fuben(na) 不便（な） inconvenient, not handy

12 かんたん（な） kantan(na) 簡単（な） simple, easy

12 ふく fuku 服 clothes

12 ワイン wain wine

12 どう doo
How is ～? (interrogative used to ask about
a condition, opinion, method, etc.)

12 やさしい yasashii 易しい simple, easy

12 むずかしい muzukashii 難しい difficult, hard

12 おもしろい omoshiroi 面白い interesting, funny

12 つまらない tsumaranai boring

12 たのしい tanoshii 楽しい enjoyable

12 たいへん（な） taihen(na) 大変（な） hard, tough

12 せいかつ seekatsu 生活 life

12 ネクタイ nekutai necktie

12 べんきょう benkyoo 勉強 study

12
にほんの　せいかつに　なれ
ましたか。

nihonno seekatsuni
naremashitaka

日本の生活に慣れま
したか。

Have you got used to the life in Japan?

12 すこし sukoshi 少し a little

12 ヘアスタイル heasutairu hairstyle

13 どんな donna what sort of

13 やさしい yasashii 優しい kind, gentle

13 いそがしい isogashii 忙しい busy

13 かわいい kawaii cute, adorable

13 ひま（な） hima(na) 暇（な） free

13 あさから　ばんまで asakara banmade 朝から晩まで from morning till night

13 あかい akai 赤い red

13 くろい kuroi 黒い black

13 かみ kami 髪 hair

13 きいろい kiiroi 黄色い yellow

13 あおい aoi 青い blue

13 しろい shiroi 白い white

13 いろ iro 色 color

13 めいし meeshi 名詞 noun

13 くろ kuro 黒 black

13 しろ shiro 白 white

13 あか aka 赤 red

13 あお ao 青 blue

13 きいろ kiiro 黄色 yellow

13 みどり midori 緑 green

13 むらさき murasaki 紫 purple

13 はな hana 花 flower

13 そして soshite and

13 でも demo but

13 とても totemo very

13 あまり amari (not) so

13 しずか（な） shizuka(na) 静か（な） calm, peaceful, quiet

13 にぎやか（な） nigiyaka(na) bustling, lively

13 うるさい urusai noisy

13 ちかい chikai 近い near

13 とおい tooi 遠い far

13 ひろい hiroi 広い wide, spacious

13 せまい semai 狭い narrow, small

13 まち machi 町 town, city

13 にディーケー（２ＤＫ） nidi-ke- 2 rooms with dining room and kitchen

13 やちん yachin 家賃 rent
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13 しゃしん shashin 写真 photograph

13 いもうと imooto 妹 (my) younger sister

13 ちち chichi 父 (my) father

13 はは haha 母 (my) mother

13 おかあさん okaasan お母さん
(your/his/her) mother (also used when
speaking with one's own mother)

13 おとうさん otoosan お父さん
(your/his/her) father (also used when
speaking with one's own father)

13 なにいろ naniiro 何色 what color

13 たいよう taiyoo 太陽 sun

14 ほしい hoshii 欲しい want

14 れいぞうこ reezooko 冷蔵庫 fridge, refrigerator

14 エアコン eakon air conditioner

14 でんしレンジ denshirenji 電子レンジ microwave oven

14 すき（な） suki(na) 好き（な） like

14 きらい（な） kirai(na) 嫌い（な） dislike

14 ねこ neko 猫 cat

14 たばこ tabako cigarette, tabacco

14 だいすき（な） daisuki(na) 大好き（な） very fond of

14 ロック rokku rock music

14 もの mono 物 thing

14 スポーツ supo-tsu sports

14 サッカー sakka- soccer, football

14 やきゅう yakyuu 野球 baseball

14 バスケットボール basukettobo-ru basketball

14 スキー suki- skiing

14 たっきゅう takkyuu 卓球 table tennis

14 すいえい suiee 水泳 swimming

14 すもう sumoo 相撲 sumo

14 からて karate 空手 karate

14 マラソン marason marathon

14 バレーボール bare-bo-ru volleyball

14 ～から ～kara because ～

14 のどが　かわきました。 nodoga kawakimashita のどが渇きました。 (I'm) thirsty.

14 おなかが　すきました。 onakaga sukimashita (I'm) hungry.

14 おなかが　いっぱいです。 onakaga ippaidesu (I'm) full.

14 ねむい nemui 眠い sleepy

14 ジョギング jogingu jogging

14 ゲーム ge-mu game

14 どうして dooshite why

14 おくれます okuremasu 遅れます be late

14 カラオケ karaoke karaoke

14 うた uta 歌 song

14 ベジタリアン bejitarian vegetarian

14 ノートパソコン no-topasokon notebook/laptop computer

14 あれ are oh (used when surprised or curious, etc.)

14 たくさん takusan much, many

15 なつやすみ natsuyasumi 夏休み summer holidays/vacation

15 シャワー shawa- shower

15 あびます abimasu 浴びます take (a shower)

15 わかります wakarimasu 分かります understand

15 よく yoku well, a lot

15 だいたい daitai 大体 mostly

15 ぜんぜん zenzen 全然 (not) at all

15 かんじ kanji 漢字 kanji, Chinese character

15 はやい hayai 速い fast

15 アナウンス anaunsu announcement

15 おしえて　ください。 oshiete kudasai 教えてください。 Please tell me.

15 じかん jikan 時間 time (of day)

15 メール me-ru mail

15 もっと motto more

15 ぶんぽう bunpoo 文法 grammar

15 じょうほう joohoo 情報 information

15 じょうず（な） joozu(na) 上手（な） good at

15 とくい（な） tokui(na) 得意（な） good at, strong
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15 へた（な） heta(na) 下手（な） poor at

15 にがて（な） nigate(na) 苦手（な） poor at, weak

15 テニス tenisu tennis

15 こくご kokugo 国語 Japanese language (school subject)

15 すうがく suugaku 数学 mathematics

15 りか rika 理科 science

15 しゃかい shakai 社会 social studies

15 びじゅつ bijutsu 美術 art

15 たいいく taiiku 体育 gym, PE

15 まだまだ madamada (not) yet

15 （お）みせ (o)mise （お）店 shop, restaurant

15 あそびます asobimasu 遊びます have fun, enjoy oneself

15 じどうかん jidookan 児童館
children's center (public facility for children
to play, study, etc., outside of school)

15 よく yoku often

16 さんぽします sanposhimasu 散歩します take a walk

16 しょくじします shokujishimasu 食事します have a meal

16 およぎます oyogimasu 泳ぎます swim

16 やまのぼり yamanobori 山登り mountain climbing

16 ダイビング daibingu diving

16 つり tsuri 釣り fishing

16 とります［しゃしんを～］
torimasu［shashin’o
～］

撮ります［写真を
～］

take [a photograph]

16 りょこうします ryokooshimasu 旅行します go on a trip, travel

16 ドライブします doraibushimasu drive

16 （お）てら (o)tera （お）寺 Buddhist temple

16 いいですね。 iidesune That sounds good.

16 みんなで minnade everyone together

16 パーティー pa-ti- party

16 ちょっと……。 chotto
It's a bit… (expression used to turn down an
invitation in a vague manner)

16 じゃあ jaa well, then (has the same meaning as 「じゃ」)

16 またこんど。 mata kondo また今度。 Let's do it another time.

16 どこか dokoka somewhere

16 なにか nanika 何か something

16 あいます aimasu 会います meet

16 かいさつぐち kaisatsuguchi 改札口 ticket barrier

16 ホーム ho-mu platform

16 やきにく yakiniku 焼き肉 yakiniku, Korean-style barbecued meat

16 はじめて hajimete 初めて first time

16 マッサージ massa-ji massage

17 あります arimasu be, exist

17 います imasu be, exist

17 けっこんしき kekkonshiki 結婚式 wedding ceremony

17 うえ ue 上 above, on, over

17 した shita 下 below, under, beneath

17 なか naka 中 in, inside

17 まえ mae 前 in front, before

17 うしろ ushiro 後ろ behind, back

17 ひだり hidari 左 left

17 みぎ migi 右 right

17 ちかく chikaku 近く near, vicinity

17 となり tonari 隣 next, next door

17 あいだ aida 間 between

17 ポスト posuto mailbox, post

17 こうばん kooban 交番 police box

17 プレゼント purezento present

17 いろいろ（な） iroiro(na) various

17 はなや hanaya 花屋 flower shop

17 ビル biru building

17 テーブル te-buru table

17 かわ kawa 川 river

17 ソファー sofa- sofa

17 たんす tansu chest of drawers

17 ひきだし hikidashi 引き出し drawer
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17 まくら makura pillow

17 くすり kusuri 薬 medicine

17 ゆびわ yubiwa 指輪 (finger) ring

17 パスポート pasupo-to passport

17 つうちょう tsuuchoo 通帳 passbook

17 クレジットカード kurejittoka-do credit card

11 いんかん inkan 印鑑 signature seal

17 リモコン rimokon remote control

17 （お）かね (o)kane （お）金 money

17 くち kuchi 口 mouth

17 ひがし higashi 東 east

17 ひがしぐち higashiguchi 東口 east exit

17 にし nishi 西 west

17 にしぐち nishiguchi 西口 west exit

17 みなみ minami 南 south

17 みなみぐち minamiguchi 南口 south exit

17 きた kita 北 north

17 きたぐち kitaguchi 北口 north exit

17 にくや nikuya 肉屋 butcher's

17 くつや kutsuya 靴屋 shoe shop

17 クリーニングや kuri-ninguya クリーニング屋 dry cleaner's

17 パンや pan’ya パン屋 bakery

17 くすりや kusuriya 薬屋 chemist's, pharmacist's

17 でんきや denkiya 電気屋 electrical appliance shop

17 えいがかん eegakan 映画館 cinema, movie theater

17 ちゅうりんじょう chuurinjoo 駐輪場 parking lot for bicycles

17 けいさつかん keesatsukan 警察官 policeman

17 すぐ sugu just (over there)

17 おげんきですか。 ogenkidesuka お元気ですか。 How are you?, Are you well?

18 あります arimasu have

18 います imasu have

18 オートバイ o-tobai motorbike

18 ～にん ～nin ～人
～ person(s)/people (counter suffix used for
people)

18 ～だい ～dai ～台 (counter suffix used for machines, cars, etc.)

18 ～ひき・～びき・～ぴき ～hiki・～biki・～piki ～匹
(counter suffix used for small animals like
cats, dogs, fish, etc.)

18 ふたり futari 二人 two people (used to count people)

18 ひとり hitori 一人 one person (used to count people)

18 ひとつ hitotsu 一つ
one (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 ふたつ futatsu 二つ
two (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 みっつ mittsu 三つ
three (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 よっつ yottsu 四つ
four (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 いつつ itsutsu 五つ
five (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 むっつ muttsu 六つ
six (used to count general things or to order
one thing in a shop)

18 ななつ nanatsu 七つ
seven (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 やっつ yattsu 八つ
eight (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 ここのつ kokonotsu 九つ
nine (used to count general things or to
order one thing in a shop)

18 とお too 十
ten (used to count general things or to order
one thing in a shop)

18 いくつ ikutsu
how many (used to ask how many things of a
general kind)

18 なんにん nannin 何人 how many (used for people)

18 なんだい nandai 何台 how many (used for cars, machines, etc.)
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18 なんびき nanbiki 何匹
how many (used for small animals like cats,
dogs, fish, etc.)

18 あめ ame sweets, candy

18 おじいさん ojiisan
(your/his/her) grandfather (also used when
speaking with one's own grandfather)

18 そふ sofu 祖父 (my) grandfather

18 おじさん ojisan
叔父さん（伯父さ
ん）

(your/his/her) uncle (also used when
speaking with one's own uncle)

18 おじ oji 叔父（伯父） (my) uncle

18 おにいさん oniisan お兄さん
(your/his/her) older brother (also used when
speaking with one's own older brother)

18 あに ani 兄 (my) older brother

18 おとうとさん otootosan 弟さん (your/his/her) younger brother

18 おとうと otooto 弟 (my) younger brother

18 しゅじん shujin 主人 my husband

18 むすこさん musukosan 息子さん (your/his/her) son

18 おばあさん obaasan
(your/his/her) grandmother (also used when
speaking with one's own grandmother)

18 そぼ sobo 祖母 (my) grandmother

18 おばさん obasan
叔母さん（伯母さ
ん）

(your/his/her) aunt (also used when
speaking with one's own aunt)

18 おば oba 叔母（伯母） (my) aunt

18 おねえさん oneesan お姉さん
(your/his/her) older sister (also used when
speaking with one's own older sister)

18 あね ane 姉 (my) older sister

18 いもうとさん imootosan 妹さん (your/his/her) younger sister

18 かない kanai 家内 my wife

18 むすめさん musumesan 娘さん (your/his/her) daughter

18 むすめ musume 娘 (my) daughter

18 きょうだい kyoodai 兄弟 (my) brother(s) and sister(s)

18 ごかぞく gokazoku ご家族 (your/his/her) family

18 ～にんかぞく ～ninkazoku ～人家族 family of ～

18 ごきょうだい gokyoodai ご兄弟 (your/his/her) brother(s) and sister(s)

18 けっこんします kekkonshimasu 結婚します get married

18 ください。 kudasai 下さい。 ～ please.

18 やきとり yakitori 焼き鳥 yakitori, grilled skewered chicken

18 ～まい ～mai ～枚
(counter suffix used for thin things like
plates, shirts, paper, etc.)

18 なんまい nanmai 何枚
how many (used for thin things like plates,
shirts, paper, etc.)

18 ～ほん・～ぼん・～ぽん ～hon・～bon・～pon ～本
(counter suffix used for long cylindrical
objects like bottles, etc.)

18 なんぼん nanbon 何本
how many (used for long cylindrical objects
like bottles, etc.)

18 さしみ sashimi sashimi, raw fish

18 （お）さら (o)sara （お）皿 dish, plate

18 ハンバーガーセット hanba-ga-setto hamburger set meal

18 ハンバーガーや hanba-ga-ya ハンバーガー屋 hamburger restaurant

18 いざかや izakaya 居酒屋 Japanese-style pub

18 コップ koppu cup, glass

18 ラーメンや ra-menya ラーメン屋 Ramen (Chinese noodles) restaurant

18 しょうゆラーメン shooyura-men soy-flavoured ramen/Chinese noodles

18 しおラーメン shiora-men 塩ラーメン salt-flavoured ramen/Chinese noodles

18 ギョーザ gyooza gyoza, Chinese stuffed dumpling

18 ひっこし hikkoshi 引っ越し moving

18 いっこだて ikkodate 一戸建て detached house

18 にもつ nimotsu 荷物 things to be carried, package, luggage

18 せんたくき sentakuki 洗濯機 washing machine

18 ふとん futon 布団 Japanese-style bedding

18 はこ hako 箱 (cardboard) box

18 ～こ ～ko ～個
(counter suffix used for small items,
cardboard boxes, etc.)

18 なんこ nanko 何個 how many (used for small items)

18 にケー（２Ｋ） nike- 2 rooms and kitchen

14 / 17 



18 マンション manshon condominium, apartment

18
さんエルディーケー（３ＬＤ
Ｋ）

san’erudi-ke- 3 rooms with living-dining-kitchen

18 じぶん jibun 自分 self, onself

18
しょうしょう　おまちくださ
い。

shooshoo
omachikudasai

少々お待ちくださ
い。

Please wait a moment.

19 あげます agemasu give

19 もらいます moraimasu receive

19 （お）みやげ (o)miyage （お）土産 present, souvenir

19 まいとし maitoshi 毎年 every year

19 ははの　ひ hahano hi 母の日 Mother's Day

19 カーネーション ka-ne-shon carnation

19 ルビー rubi- ruby

19 おんな onna 女 woman

19 バレンタインデー barentainde- Valentine's Day

19 チョコレート chokore-to chocolate

19 ちがいます chigaimasu 違います be different

19 けっこん kekkon 結婚 marriage

19 （お）いわい (o)iwai （お）祝い celebration, (congratulatory) gift

19 （お）みまい (o)mimai （お）見舞い
visiting someone in hospital, get-well
present

19 あかちゃん akachan 赤ちゃん baby

19 たんじょう tanjoo 誕生 birth

19 ざっし zasshi 雑誌 magazine

19 おもちゃ omocha toy

19 えほん ehon 絵本 picture book

19 おだいじに。 odaijini お大事に。
Take care of yourself., Get better soon.
(expression used to people who are ill or
injured)

19 おしえます oshiemasu 教えます teach, tell

19 ならいます naraimasu 習います learn

19 かけます［でんわを～］ kakemasu［denwao～］
かけます［電話を
～］

make [a phone call]

19 おくります okurimasu 送ります send

19 かします kashimasu 貸します lend

19 かります karimasu 借ります borrow

19 まいしゅう maishuu 毎週 every week

19 いけばな ikebana 生け花 ikebana, flower arrangement

19 ～かた ～kata ～方 how to ～

19 みそしる misoshiru みそ汁 miso (soybean paste) soup

19 つくります tsukurimasu 作ります make

19 だし dashi soup stock, broth

19 こんぶ konbu 昆布 kelp

19 かつおぶし katsuobushi dried bonito flakes

19 にぼし niboshi 煮干し dried sardine

19 ねぎ negi Welsh onion

19 とうふ toofu 豆腐 tofu (soybean curd)

19 みそ miso miso, soybean paste

19 うれしい ureshii happy, glad, pleased

20 メモ memo memo, note

20 どくしん dokushin 独身 single

20 いちばん ichiban most, best

20 ぜひ zehi at any cost, really

20 むかしばなし mukashibanashi 昔話 old story, folk tale

20 むかし mukashi 昔 a long time ago

20 あるひ aruhi ある日 one day

20 どんぶらこっこ　どんぶらこ
donburakokko
donburako

state of something drifting while sinking and
floating

20 もも momo 桃 peach

20 ～はい・～ばい・～ぱい ～hai・～bai・～pai (counter suffix for drinks, food in bowls, etc.)

20 ～キロ ～kiro kilometer, kilogram

20 ちからもち chikaramochi 力持ち person of great strength

20 おに oni 鬼 ogre

20 こめ kome 米 rice
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20
とります［おにが　こめを
～］

torimasu［oniga komeo
～］

取ります［鬼が米を
～］

steal [ogre ～ the rice]

20 つれて　いきます tsurete ikimasu 連れて行きます take (someone)

20 みんな minna everyone, all

20 おねがいします onegaishimasu お願いします ask, plead

20 しま shima 島 island

20 いって　ください。 itte kudasai 行ってください。 Please go.

20 たたかって　ください。 tatakatte kudasai 戦ってください。 Please fight.

20 きびだんご kibidango millet dumpling

20 かたな katana 刀 sword

20 はちまき hachimaki 鉢巻き Japanese headband

20 にほんいち nihon’ichi 日本一 number one in Japan

20 はた hata 旗 flag

20 きを　つけて。 kio tsukete 気をつけて。 Take care., Be careful.

20 さる saru 猿 monkey

20 きじ kiji pheasant

20 また mata again

20 たたかいます tatakaimasu 戦います fight, battle

20 つよい tsuyoi 強い strong

20 かちます kachimasu 勝ちます win

20 まけます makemasu 負けます lose

20 （お）こめ (o)kome （お）米 rice

20 かえします kaeshimasu 返します give back

20 たからもの takaramono 宝物 treasure

20
もう　わるい　ことを　しま
せん。

moo warui kotoo
shimasen

もう悪いことをしま
せん。

I will not do bad things anymore.

文字 ローマじ ro-maji ローマ字 Roman alphabet/letter

文字 あい ai 愛 love

文字 かお kao 顔 face

文字 きく kiku 聞く listen, ask

文字 いけ ike 池 pond

文字 こえ koe 声 voice

文字 せき seki cough

文字 おそい osoi 遅い slow, late

文字 いと ito 糸 thread

文字 きのこ kinoko mushroom

文字 はな hana 鼻 nose

文字 ひ hi 火 flame, fire

文字 へそ heso navel

文字 ほね hone 骨 bone

文字 うま uma 馬 horse

文字 みみ mimi 耳 ear

文字 むし mushi 虫 insect, worm, bug

文字 め me 目 eye

文字 きもの kimono 着物 kimono, Japanese traditional clothing

文字 よむ yomu 読む read

文字 かう kau 買う buy

文字 かんぱい kanpai 乾杯 toast, cheers

文字 じ ji 字 letter, character

文字 かき kaki persimmon

文字 でんき denki 電気 electricity, light

文字 きん kin 金 gold

文字 ぎん gin 銀 silver

文字 ころころ korokoro manner of a small or round object rolling

文字 ごろごろ gorogoro manner of a big or heavy object rolling

文字 とんとん tonton
knock-knock (sound of successive light
strikes)

文字 どんどん dondon
bang-bang (sound of successive strong
strikes)

文字 ふうふ fuufu 夫婦 husband and wife

文字 くうき kuuki 空気 air

文字 こおり koori 氷 ice

文字 きって kitte 切手 postage stamp

文字 きっぷ kippu 切符 ticket

文字 おと oto 音 sound
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文字 かこ kako 過去 past

文字 かっこ kakko 括弧 parenthesis, bracket

文字 きて kite 来て Please come.

文字 きって kitte 切って Please cut.

文字 ちゃわん chawan 茶わん rice bowl, teacup

文字 しょうぼうしゃ shooboosha 消防車 fire engine/truck

文字 きゅうきゅうしゃ kyuukyuusha 救急車 ambulance

文字 じゆう jiyuu 自由 freedom

文字 いしや ishiya 石屋 stone mason

文字 りゆう riyuu 理由 reason

文字 りゅう ryuu 竜 dragon

文字 たて tate 縦 vertical

文字 よこ yoko 横 horizontal

文字 インク inku ink

文字 ウエスト uesuto waist

文字 キス kisu kiss

文字 セーター se-ta- sweater

文字 ソーセージ so-se-ji sausage

文字 タオル taoru towel

文字 チーズ chi-zu cheese

文字 シーツ shi-tsu (bed) sheet

文字 スカート suka-to skirt

文字 カップヌードル kappunu-doru cup noodles

文字 ハイヒール haihi-ru high heel(s)

文字 フライパン furaipan frying pan

文字 ヘルメット herumetto helmet

文字 ホース ho-su hose

文字 マスク masuku mask

文字 ミルク miruku milk

文字 ガム gamu (chewing) gum

文字 メートル me-toru meter

文字 レモン remon lemon

文字 ドライヤー doraiya- hair dryer

文字 ユーロ yu-ro Euro

文字 マフラー mafura- muffler, scarf

文字 アルバイト arubaito part-time job

文字 レシート reshi-to receipt

文字 エスカレーター esukare-ta- escalator

文字 ヨット yotto sailboat, yacht

文字 スパ supa hot spring, spa

文字 キャベツ kyabetsu cabbage

文字 メニュー menyu- menu

文字 ニュース nyu-su news

文字 ファックス fakkusu fax

文字 シェフ shefu chef

文字 ジェスチャー jesucha- gesture

文字 フェア fea fair

文字 チェロ chero cello

文字 パート pa-to part-time job

文字 そのた sonota その他 others

文字 れんらくさき renrakusaki 連絡先 contact address
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