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41 くみんセンター 区民センター civic center
41 ポスター poster
41 かけます［こえを～］ かけます［声を～］ speak to 
41 かのう 可能 possibility
41 かのうどうし 可能動詞 potential verb（grammatical term）
41 クロール crawl
41 ひらおよぎ 平泳ぎ breaststroke
41 にくじゃが 肉じゃが nikujaga （Japanese meat and potato stew）
41 ～しか（～ない） only （used with negative expressions）
41 クーポンけん クーポン券 coupon
41 だいきん 代金 price
41 パーセント percent
41 ～びき ～引き ～ off
41 りょうきん 料金 rate, charge （telephone charges, water rates）
41 スポーツセンター sports center
41 トレーニングマシン training/exercise machine
41 しつもんします 質問します ask a question
41 こたえます 答えます answer
41 ことり 小鳥 small bird
41 まあまあ so-so
41 サイト website
41 しゅみ 趣味 hobby
41 かんがえます 考えます think
41 はじめ 初め beginning, at first
41 ことしじゅうに 今年中に by the end of this year
41 おしゃべり chat

41 ～たばかり
only/just ～ （an expression that indicates the speaker’s 
feeling that not so much time has passed since something 
occurred.）

41 やります do （informal way of saying します）
41 めんたいこ 明太子 seasoned cod roe （a local specialty of Fukuoka）
41 しちゃくしつ 試着室 fitting room
41 カクテル cocktail
41 ほし 星 star
41 むかしばなし 昔話 old tale
41 でんとうぎょうじ 伝統行事 traditional event
41 ささ bamboo grass
41 かざります 飾ります decorate
41 ほそながい 細長い long and narrow
41 ねがいごと 願い事 wish
41 つけます［ささに～］ 付けます［ささに～］ attach/tie ［to bamboo grass］

41 ～でしょう？ ......, right? （an expression used to confirm something 
with someone）

41 しんじます 信じます believe
41 ききます［ひとに～］ 聞きます［人に～］ ask ［a person］
41 てんぷら 天ぷら tempura （deep-fried fish and vegetables in batter）
42 しんせん（な） 新鮮（な） fresh
42 しなもの 品物 goods
42 はいたつ 配達 delivery

42 （お）べんとう （お）弁当 bento, meal in a box （sold in a supermarket or a 
convenience store）

42 ポイント point （points accumulated on a loyalty card when you 
shop at a supermarket）

42 ～ばい ～倍 ～times
42 りゆう 理由 reason
42 えらびます 選びます choose
42 ショッピング shopping
42 せいきょう 生協 consumers’ cooperative, co-op
42 ちゅうもんします 注文します order
42 はいたつします 配達します deliver
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42 まとめて at a time, all together
42 たな 棚 shelf
42 ～さつ ～札 bill, note
42 りょうがえします 両替します change money
42 あいます［サイズが～］ 合います［サイズが～］ ［size］ fit
42 とりかえます 取り替えます exchange, replace
42 レシート receipt
42 サービスカウンター service counter
42 チャンネル channel
42 かえます［チャンネルを～］ 替えます［チャンネルを～］ change ［channels］
42 うでどけい 腕時計 wristwatch
42 みちじゅん 道順 route
42 ～め ～目 1st, 2nd, 3rd, -th （used to indicate order）
42 かど 角 corner
42 こうさてん 交差点 crossing
42 よつかど 四つ角 crossroads
42 しんごう 信号 traffic light
42 ふみきり 踏切 railway crossing
42 ほどうきょう 歩道橋 pedestrian bridge
42 おうだんほどう 横断歩道 pedestrian crossing, crosswalk
42 むかい 向かい opposite
42 つきあたり 突き当たり the end of a street
42 めじるし 目印 landmark
42 おたく お宅 house （polite equivalent of うち）
42 ファミリーレストラン family restaurant
42 かんばん 看板 signboard
42 とおります 通ります pass/go through
42 しばらく a few minutes, a short while
42 ～とか such as ～
42 うりば 売り場 counter
42 おく 奥 the inner part
42 えび 海老 shrimp, prawn, lobster
42 せんぎょ 鮮魚 fresh fish
42 ブラックタイガー black tiger prawn
42 おすすめ お勧め recommendation
42 ～にします （an expression that indicates a choice or decision）
42 ほけんセンター 保健センター health center （a public institution）
42 そうだん 相談 consultation
42 しょうてんがい 商店街 shopping district （an area that has many small shops）
42 すすみます 進みます advance toward
42 さき 先 next
43 おしゃべりします chat
43 レシピ recipe
43 てまきずし 手巻きずし temaki-zushi （hand-rolled sushi）
43 こうりゅうかい 交流会 exchange meeting
43 ランチします have lunch
43 スマートフォン smartphone
43 きけん 危険 dangerous
43 かよいます 通います commute
43 まち 街 street （that is lined with many shops）
43 あげます［てんぷらを～］ 揚げます［天ぷらを～］ fry
43 うすい 薄い thin, light （color）
43 まぜます 混ぜます mix

43 ～ぶんの～ ～分の～ （an expression used to indicate a fraction: 3 分の 1＝one-
third）

43 たまねぎ 玉ねぎ onion
43 みじんぎり みじん切り chopped
43 エコノミークラス economy class
43 かえます［かたちを～］ 変えます［形を～］ change ［form］
43 むきます peel
43 はんぶん 半分 half
43 おおもり 大盛り large helping
43 ～めに ～目に a little/somewhat ～ （indicates a moderate amount）

43 かきあげ かき揚げ kakiage （a mixture of vegetable bits, shrimp and squid 
fried in batter）

43 かぼちゃ pumpkin
43 さつまいも さつま芋 sweet potato
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43 さくらえび 桜海老 sakura shrimp
43 おおさじ 大さじ tablespoon
43 てんぷらこ 天ぷら粉 tempura batter mix （used when making tempura）
43 カップ measuring cup

43 つゆ dipping sauce for tempura （soup stock with seasoning 
added）

43 ころも 衣 batter （used to make tempura or fried food）
43 なべ 鍋 pot
43 ちゅうび 中火 medium flame
43 あたためます 温めます heat
43 のせます 載せます put
43 ～ずつ ～ each
43 ちゃいろ 茶色 brown
43 できあがり 出来上がり completion
43 つけます［しおを～］ つけます［塩を～］ add ［salt］
43 こさじ 小さじ teaspoon
43 シーシー（CC） cc （cubic centimeter）
43 おたま お玉 ladle
43 あわだてき 泡立て器 whisk
43 ボウル bowl
43 フライパン frying pan
43 しゃもじ rice scoop
43 すいはんき 炊飯器 rice cooker
43 オーブン oven
43 いためます stir-fry
43 にこみます 煮込みます stew
43 むします 蒸します steam
43 やきます 焼きます grill

43 たきます 炊きます cook （used when cooking rice, mainly in the Kanto 
district）

43 インストラクター instructor
43 あげます 上げます raise
43 いき 息 breath
43 はきます［いきを～］ 吐きます［息を～］ breathe out
43 おろします 下ろします lower
43 おんど 温度 temperature
43 つかれ 疲れ tiredness
43 とれます［つかれが～］ 取れます［疲れが～］ recover ［from tiredness］
43 ストレッチ stretch
43 あちこち all over
43 きんにく 筋肉 muscle
43 のばします 伸ばします stretch
43 なす eggplant, aubergine
43 パスタ pasta
43 にんにく garlic
43 ベーコン bacon
43 オリーブオイル olive oil
43 します［においが～］ します［臭い／匂いが～］ smell
43 かんづめ 缶詰 can
43 オレンジいろ オレンジ色 orange （color）
43 よわび 弱火 low flame
43 バジル basil
43 こしょう pepper
43 みます［あじを～］ 見ます［味を～］ taste, try ［the taste］
43 わかします 沸かします boil
44 せんもんがっこう 専門学校 vocational school
44 しょうらい 将来 future
44 いこうけい 意向形 volitional form （type of verb conjugation）
44 なつもの 夏物 summer wear
44 バーゲン sale

44 ～かな I wonder ～. （an expression used at the end of an 
interrogative sentence; also used for talking to oneself.）

44 みなさん 皆さん everyone （polite equivalent of みんな）
44 しゅうしょく 就職 starting a job

44 ～しゅう ～周 ～ cycle, ～ circuit （a counter suffix used to count the 
number of times something is gone round）

44 せつやくします 節約します economize, save
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44 ～つもりです （an expression that indicates the intention of doing 
something）

44 ホテル hotel
44 のみかい 飲み会 drinking party
44 じゅぎょう 授業 class
44 ミーティング meeting
44 かつどう 活動 activity
44 とうほくちほう 東北地方 Tohoku district
44 マグニチュード magnitude
44 おきます［じしんが～］ 起きます［地震が～］ ［an earthquake］ occur
44 たかだい 高台 high ground, elevation
44 にげます 逃げます escape
44 つなみ 津波 tsunami
44 よります［みせに～］ 寄ります［店に～］ drop in［a store］
44 イベント event
44 とない 都内 metropolitan area
44 いちにちじょうしゃけん 一日乗車券 one day ticket
44 わかれます 分かれます separate
44 ちゅうい 注意 attention
44 けんぶつ 見物 sightseeing
44 ちゅうしょく 昼食 lunch
44 さんせい 賛成 approval
44 かいがい 海外 abroad, overseas
44 みつけます 見つけます find
44 ゆめ 夢 dream
44 つくります［かいしゃを～］ 作ります［会社を～］ establish ［a company］
44 ～か～　 or
44 こうじょう 工場 factory

44 ～の？
（an expression used to ask questions informally in plain-

form conversations. 「したの？」is the same as 「したん
ですか。」.）

44 ボードゲーム board game
44 しゅっちょう 出張 business trip
44 メモします make a note
44 ラッキー（な） lucky
44 ゆにゅうします 輸入します import
44 てんしょくします 転職します change jobs
44 じつは 実は to be honest
44 とります［としを～］ 取ります［年を～］ age, grow old
44 ～てきます has become ～
44 えらい 偉い admirable
44 しかく 資格 license
44 とります［しかくを～］ 取ります［資格を～］ obtain ［certification］
44 じしん 自信 confidence
44 つきます［じしんが～］ つきます［自信が～］ gain ［confidence］
44 ところで by the way （used when changing the subject）
44 スマホ smartphone （shortened form of スマートフォン）
45 けいけん 経験 experience
45 ほか 他 other
45 まちがえます 間違えます mistake
45 と 戸 door
45 こわします 壊します break
45 よなか 夜中 midnight
45 インターホン intercom
45 こしょうします 故障します be broken
45 ほしょうしょ 保証書 warranty
45 むりょう 無料 free, gratis
45 うんどうかい 運動会 sports day
45 リレー relay
45 ころびます 転びます fall over
45 チーム team
45 まけます 負けます lose
45 カーペット carpet
45 よごします 汚します soil, make dirty
45 わります 割ります break
45 こぼします spill
45 かみます bite
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45 しっぱいします 失敗します fail
45 おたより お便り notice
45 だいじ（な） 大事（な） important
45 へんじ 返事 reply
45 おちます 落ちます fall
45 きぶん 気分 feeling
45 まよいます［みちに～］ 迷います［道に～］ get lost
45 きまります［しごとが～］ 決まります［仕事が～］ get ［a job］
45 みつかります 見つかります find
45 メーカー maker
45 いしつとどけ 遺失届 report of lost property
45 チェック check
45 とどきます 届きます arrive （a package）
45 ぶつけます throw
45 うえきばち 植木鉢 flowerpot
45 ～あそび ～遊び play
46 じどうし 自動詞 intransitive verb
46 たどうし 他動詞 transitive verb

46 きえます 消えます go off （when referring to light）, is erased （when 
referring to graffiti）

46 かかります［かぎが～］ かかります［鍵が～］ be locked
46 かけます［かぎを～］ かけます［鍵を～］ lock
46 われます 割れます break （used when referring to glass）

46 おれます 折れます be broken （used when referring to a tree, branch or 
something thin）

46 きれます 切れます be broken （used when referring to thread or string） 
burn out （when referring to a light or battery）

46 やぶれます 破れます be torn
46 やぶります 破ります tear
46 よごれます 汚れます get dirty
46 こぼれます spill
46 たおれます 倒れます fall down
46 たおします 倒します knock down, take down
46 トラブル trouble
46 そろそろ it’s about time to ～
46 ようい 用意 preparation
46 しぜんに 自然に automatically
46 じどうてきに 自動的に automatically
46 レバー lever
46 ファスナー zipper, fastener
46 はえ fly
46 でます［みずが～］ 出ます［水が～］ （water） come out
46 こたつ kotatsu （low table with a heat source underneath）
46 でんち 電池 battery
46 カーテン curtain
46 ポケット pocket
46 パトカー police car
46 どろぼう 泥棒 thief
46 それで therefore, that’s why
46 こみます 込みます be crowded
46 すきます［レジが～］ ［a cash register］ be available
46 おとりかえします お取り替えします （humble equivalent of 取り替えます）

復習 1 ひょう 表 list
復習 1 しみ 染み stain
復習 1 ほんやくソフト 翻訳ソフト translation software
復習 1 ほんやくします 翻訳します translate

47 けんばいき 券売機 ticket machine
47 アイシーカード（IC カード） IC/smart card
47 チャージ charge, recharge, refill, top up
47 ていきけん 定期券 commuter pass
47 キャンセル cancel
47 りょうしゅうしょ 領収書 receipt
47 わすれもの 忘れ物 lost property, something left behind
47 マーク mark
47 ひじょうぐち 非常口 emergency exit
47 おきます［かじが～］ 起きます［火事が～］ ［a fire］ break out
47 にほんごのうりょくしけん 日本語能力試験 JLPT （Japanese-Language Proficiency Test）
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47 もうしこみます 申し込みます apply
47 ジェーエルピーティー（JLPT） JLPT （Japanese-Language Proficiency Test）
47 きまり 決まり rule
47 プリント handout （letters/handouts from school）
47 たくじ 託児 leave a child in a nursery
47 もうしこみしょ 申込書 application
47 れんらくさき 連絡先 contact address
47 きがつきます 気が付きます notice
47 いきさき 行き先 destination
47 たしかめます 確かめます make sure
47 むしば 虫歯 cavity
47 ねぼうします 寝坊します oversleep

47 ～ばかり only/nothing but ～ （an expression used with a noun to 
indicate that something is repeated so many times）

47 かじ 家事 housework
47 ちょうかい 聴解 listening comprehension
47 ひきにく ひき肉 minced meat
47 しょうひきげん 消費期限 expiration date
47 すぎます 過ぎます run out, expire
47 うわさ gossip
47 きにします 気にします mind
47 アドバイス advice
47 えいぎょう 営業 sales
47 そります［ひげを～］ shave ［a beard］
47 さきほど 先ほど a short while ago
47 じんしんじこ 人身事故 accident resulting in injury or death

47 うんてんをみあわせております 運転を見合わせております The operation of the train is suspended. （polite 
equivalent of 運転を中止しています）

47 ごめいわくをおかけしております ご迷惑をおかけしております We are sorry for the inconvenience. （polite equivalent of
迷惑をかけています）

47 えきいん 駅員 station staff
47 ～ばんせん ～番線 platform number
47 あじさい 紫陽花 hydrangea
47 フリーパス free pass
47 すいぞくかん 水族館 aquarium
48 デジカメ digital camera （shortened form of デジタルカメラ）
48 そうさ 操作 operation
48 うれます 売れます be sold
48 まどがわ 窓側 window （seat）
48 いっぱい 一杯 full of
48 つうろがわ 通路側 aisle （seat）
48 よろしいですか （polite equivalent of いいですか）
48 ねっちゅうしょう 熱中症 heatstroke
48 そうたいします 早退します leave early
48 でます［しあいに～］ 出ます［試合に～］ take part, participate ［in a game］
48 さがります［ねつが～］ 下がります［熱が～］ ［one’s fever］ go down
48 ボーナス bonus
48 でます［ボーナスが～］ 出ます［ボーナスが～］ ［a bonus］ be given
48 ぐあい 具合 condition
48 ほごしゃかい 保護者会 parent-teacher’s meeting, parents’ association 
48 かっこいい cool
48 にゅうかん 入管 immigration office （shortened form of 入国管理局）
48 あやまります 謝ります apologize
48 とっきゅう 特急 limited express train
48 じゅうたいします 渋滞します be delayed
48 いくら（～ても）　 no matter how much  （don’t get ～）
48 ダイエット diet
48 やめます［しごとを～］ 辞めます［仕事を～］ quit ［a job］
48 はつおん 発音 pronunciation
48 すごします 過ごします spend
48 ちょうし 調子 condition
48 へいき（な） 平気（な） all right
48 まちあわせ 待ち合わせ appointment
48 つづき 続き continuation
48 ～でございます （polite equivalent of です）
48 かおいろ 顔色 complexion
48 もしかすると possibly
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48 おめでた pregnancy
49 けんこう 健康　 health
49 けんこうしんだん 健康診断 medical checkup
49 けんしん 健診 medical checkup （shortened form of 健康診断）
49 なかま 仲間 friends
49 なれます［せいかつに～］ 慣れます［生活に～］ get accustomed to ［the life ］
49 ただ（～だけ） it’s just that  ～
49 さむけ 寒気 chill
49 します［さむけが～］ します［寒気が～］ feel ［a chill］
49 なまがき 生がき raw oyster
49 しょくちゅうどく 食中毒 food poisoning
49 ひえます 冷えます get cold
49 かえり 帰り return
49 うわぎ 上着 jacket
49 おじぎ お辞儀 bow
49 きちんと neatly, properly
49 うんどうぶそく 運動不足 lack of exercise
49 ～ぽ ～歩 step （counter suffix for number of steps）
49 いじょう 以上 more than
49 ～すぎ too much
49 うけます［けんしんを～］ 受けます［健診を～］ have ［a medical checkup］
49 すいぶん 水分 water, something to drink
49 とります［すいぶんを～］ 取ります［水分を～］ take in/drink ［water, something to drink］
49 ネット net
49 かけます［ネットを～］ cover ［with a net］
49 にんしん 妊娠 pregnancy
49 けんしん 検診 medical checkup
49 リラックスします relax
49 アルコール alcohol
49 ふうふげんか 夫婦げんか quarrel between husband and wife
49 はやります 流行ります be prevalent, go around
49 せいと 生徒 student
49 いちどで 一度で at once
49 ～すぎます ～ too much
49 とります［メモを～］ 取ります［メモを～］ take ［notes］
49 かくにんします 確認します confirm
49 めいわく（な） 迷惑（な） troublesome, annoying
49 そうじき 掃除機 vacuum cleaner
49 アプリ application （app）
49 できるだけ 出来るだけ as... as possible
49 けっか 結果 result
49 きじゅんち 基準値 standard
49 たいじゅう 体重 one’s weight
49 しんちょう 身長 height
49 ビーエムアイ（BMI） body mass index
49 ふくい 腹囲 waist measurement
49 メタボ metabolic syndrome
49 どりょくします 努力します make an effort
49 しょうたいじょう 招待状 invitation
49 しゅっせきします 出席します attend
49 このたびは この度は this time
49 おやすみします お休みします take a day off （polite equivalent of 休みます）
49 みずぼうそう 水ぼうそう chicken pox, varicella
49 ブツブツ pimple
50 おちつきます 落ち着きます calm down
50 ひなん 避難 evacuation
50 くんれん 訓練 drill, training
50 ちいき 地域 region

50 しょうぼうだん 消防団 loca l  f i r e  b r igade  （made  up  of  peop le  in  the 
neighborhood）

50 めいれいけい 命令形 imperative form （type of verb conjugation）
50 きんしけい 禁止形 prohibitive form （type of verb conjugation）
50 あし 脚 leg
50 つかまえます 捕まえます catch
50 あきらめます 諦めます give up
50 あわてます 慌てます flurry, panic
50 まもります［あたまを～］ 守ります［頭を～］ protect ［one’s head］
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50 あと～ふん 後～分 ～ minutes left
50 シュート shoot
50 めいれいします 命令します order, command
50 うごかします 動かします move
50 にんじゃ 忍者 ninja
50 とびおります 飛び下ります jump out
50 のぼります［きに～］ 上ります［木に～］ climb ［a tree］
50 とびます 飛びます／跳びます fly / jump
50 とびこみます 飛び込みます dive off
50 おうえんします 応援します cheer
50 どういういみですか どういう意味ですか What do you mean?
50 ポイすて ポイ捨て littering, throwing away something in the street
50 ちゅういします 注意します pay attention
50 たちいりきんし 立入禁止 keep out
50 マジ really （often used by young people）
50 まじめ（な） 真面目（な） serious
50 ～っていうこと It means ～.
50 ただしい 正しい correct
50 まちがいます 間違います make an error, be wrong
50 スケートボード skateboard
50 もんだい 問題 question
50 きびしい 厳しい strict
50 ほこうしゃ 歩行者 pedestrian
50 まもります［あんぜんを～］ 守ります［安全を～］ protect ［the safety of］
50 ミス mistake
50 おもいやり 思いやり consideration
50 いんしゅうんてん 飲酒運転 drunk driving
50 きんきゅうじしんそくほう 緊急地震速報 Earthquake Early Warning
50 ゆれます 揺れます shake, sway
50 すごい terrible
50 しっかり tightly
50 ゆれ 揺れ tremor
50 しんど 震度 seismic intensity
50 こうてい 校庭 school grounds
50 あつまります 集まります gather
50 よしん 余震 aftershock
50 だめ（な） 駄目（な） bad
50 ちゃんと neatly
50 かけます［めいわくを～］ かけます［迷惑を～］ give ［trouble］
51 さいがい 災害 disaster
51 そなえ 備え preparation
51 きゅうに 急に suddenly
51 じゅんび 準備 preparation
51 ひじょうようもちだしふくろ 非常用持ち出し袋 emergency bag（it can be 防災袋）
51 かいちゅうでんとう 懐中電灯 flashlight, torch
51 ユニフォーム uniform
51 こうさく 工作 handicraft
51 とっておきます 取っておきます keep, hold
51 かわいそう（な） poor
51 とってきます 取ってきます fetch
51 そのままにします leave a thing as it is
51 デザート dessert
51 バッテリー battery
51 スリッパ slippers
51 ひやします 冷やします cool
51 じゅうでんします 充電します charge
51 ゴミしゅうしゅうしゃ ゴミ収集車 garbage truck
51 いれます［せんたくものを～］ 入れます［洗濯物を～］ take in ［the washing］
51 かぐ 家具 furniture
51 ネジ screw
51 とめます［ネジで～］ 留めます［ネジで～］ screw, fasten with a screw 
51 しょっきだな 食器棚 cupboard
51 とびだします 飛び出します fall off
51 かくします 隠します hide
51 めざましどけい 目覚まし時計 alarm clock
51 セットします set
51 ホワイトボード whiteboard
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51 てちょう 手帳 diary
51 いたずらします get into mischief
51 はじまります 始まります begin
51 にゅうがくしき 入学式 entrance ceremony
51 だんすい 断水 disruption in the water supply 
51 チケット ticket
51 しまいます put back
51 るす 留守 absence
51 （お）となり （お）隣 neighbor
51 しらせます 知らせます tell, inform
51 ようす 様子 state
51 シュークリーム cream puff
51 もちだします 持ち出します carry out
51 ひなんじょ 避難所 shelter

51 さいがいようでんごんダイヤル 171 災害用伝言ダイヤル 171
171 Disaster Emergency Message Phone Number （a 
system that can save voice messages in case of a disaster; 
the telephone number is 171.）

51 きめます 決めます decide
51 だけど but, although （informal form of  けれども）
51 かべ 壁 wall

51 ぼうさいマップ 防災マップ disaster prevention map （a map that indicates dangerous 
areas and places of refuge）

51 ノロウィルス norovirus
51 うつります［びょうきが～］ うつります［病気が～］ infect
51 ゴムてぶくろ ゴム手袋 rubber gloves
51 しょうどくします 消毒します disinfect
52 ほめます 褒めます praise
52 やるき やる気 motivation
52 でます［やるきが～］ 出ます［やる気が～］ be motivated
52 けいやく 契約 contract
52 うけみ 受身 the passive （grammatical term）
52 うけみどうし 受身動詞 passive verb （grammatical term）
52 たのみます 頼みます ask
52 おこします 起こします awake
52 ことわります 断ります refuse
52 けいやくしょ 契約書 written contract
52 すうじ 数字 number
52 しかります 叱ります scold
52 チームリーダー team leader
52 ぶか 部下 subordinate
52 しんらいします 信頼します trust
52 しりあいます 知り合います get to know
52 せんぱい 先輩 one’s senior
52 ライト light
52 おこります 怒ります get angry
52 しゅうでん 終電 last train
52 まどガラス 窓ガラス window glass
52 ぶかつ 部活 （school） club activities
52 せんしゅ 選手 player
52 かちます 勝ちます win
52 チャンス chance, opportunity
52 りこんします 離婚します divorce
52 ちゅうし 中止 cancellation, to be cancelled
52 せっかく（～のに） （Though ～） with considerable effort
52 ヨーロッパ Europe
52 きぼうします 希望します desire
52 もちます［じしんを～］ 持ちます［自信を～］ have ［confidence］
52 チャレンジ challenge
52 みかた 味方 supporter
52 しゃいん 社員 employee
52 おちこみます 落ち込みます be depressed
52 そだてます 育てます bring up
52 あります［ちからが～］ あります［力が～］ have ［power］
52 おどろき 驚き surprise
52 ～てくださいます （polite equivalent of ～てくれます）
52 おかげ お陰 thanks
52 ねびき 値引き discount
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52 かかく 価格 price
52 かのうせい 可能性 possibility
52 しつれい（な） 失礼（な） rude
52 しかたがない 仕方がない cannot be helped
52 がっかりします be disappointed
53 かご 籠 basket
53 とちゅう 途中 on the way
53 バイク motorcycle
53 ハンドバッグ handbag
53 とっていきます steal and run away
53 とります steal
53 たたきます slap
53 まんいん 満員 full
53 ふみます 踏みます step
53 ぬすみます 盗みます steal
53 さします［むしが～］ 刺します［虫が～］ ［a bug］ bite, sting
53 ぬります 塗ります apply
53 わるくち 悪口 slander
53 いや（な） 嫌（な） unpleasant
53 いじめます bully
53 ぼうはん 防犯 crime prevention
53 パトロール patrol
53 はんにん 犯人 criminal, culprit
53 ナンバー license plate number
53 せわをします 世話をします take care of
53 ちょきん 貯金 saving
53 らいにち 来日 visit to Japan
53 もくてき 目的 purpose
53 ぶんか 文化 culture

53 ふしみいなりたいしゃ 伏見稲荷大社 Fushimi Inari Taisha （head shrine of all the Inari shrines 
in Japan; located in Fushimi, Kyoto）

53 ぜんこく 全国 whole country

53 いなりじんじゃ 稲荷神社 Inari shrine （where the god of farming/agriculture is 
worshiped）

53 つくります［じんじゃを～］ 造ります［神社を～］ build ［a shrine］
53 おいなりさん お稲荷さん （nickname of Inari shrine）
53 かんこうきゃく 観光客 tourist
53 きょうりゅう 恐竜 dinosaur
53 はっけんします 発見します discover
53 あいします 愛します love
53 ウォシュレット toilet with bidet function
53 ぼうさい 防災 disaster prevention
53 おこないます 行います　 be held
53 にほんちゃ 日本茶 Japanese tea
53 ちゅうぶちほう 中部地方 Chubu district

53 やまやま 山々 mountains （「々」 is  used when the same kanj i 
immediately follows the previous one in the same word.）

53 インスタントラーメン instant noodles
53 はつめいします 発明します invent
53 かいごロボット 介護ロボット nursing care robot 
53 ゆしゅつします 輸出します export
53 でます［こえが～］ 出ます［声が～］ ［voice］ come out
53 ひゃくとおばんします 110 番します make an emergency call to the police
53 じけん 事件 case

53 ～けん ～件 （a counter suffix used to count the number of accidents, 
problems, etc.）

53 ちょうかい 町会 neighborhood association（It can also be 町内会 or 自
治会 .）

53 きょうりょく 協力 cooperation
53 プラモデル plastic model
54 さんかします 参加します participate
54 やくいん 役員 member （of a neighborhood association）
54 かいらんばん 回覧板 circular notice
54 もうすぐ soon
54 （お）みこし portable shrine
54 ぎもん 疑問 question
54 アンケート questionnaire
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54 なぜ why
54 にんずう 人数 number of people
54 けっこう 結構 more than I expected
54 にあいます 似合います become, suit
54 はねます［くるまがひとを～］ はねます［車が人を～］ hit on［car ～ someone］
54 にゅういんちゅう 入院中 be hospitalized
54 うらやましい 羨ましい envious
54 ～やすい easy to 

54 ふりがな 振り仮名 furigana （kana written above kanji to show the 
pronunciation）

54 ～ぶり after ～
54 わかれます 別れます part, say goodbye
54 クッキー cookie
54 いじわる（な） 意地悪（な） spiteful
54 おとなしい quiet, gentle
54 へんかします 変化します change
54 ふうせん 風船 balloon
54 ふえます 増えます increase
54 くも 雲 cloud
54 くらべます 比べます compare
54 へります 減ります decrease
54 しゅっさん 出産 childbirth
54 よていび 予定日 scheduled day
54 かわきます 乾きます dry
54 のうそん 農村 farming village
54 たんぼ 田んぼ rice field
54 のうぎょう 農業 agriculture
54 とかい 都会 city

54 ～まま ～ as it is （an expression that indicates the state of 
something does not change）

54 よびかけます 呼びかけます appeal
54 くらします 暮らします live
54 ひっこします 引っ越します move
54 しぜん 自然 nature
54 にんげんかんけい 人間関係 human relations
54 きょうみ 興味 interest
54 もちます ［きょうみを～］ 持ちます ［興味を～］ be ［interested in］
54 けんがく 見学 study by observation
54 おかげさまで お陰様で thanks to you （an expression of gratitude）
54 いらっしゃいます （polite equivalent of 行きます, 来ます and います）
54 よろこんで 喜んで with pleasure
54 つうじます 通じます make sense
54 ためします 試します try
54 スリーディー（３D） 3D

54 レディースデー Ladies Day （discount days for women at restaurants and 
cinemas）

54 ネット internet
54 けんさくします 検索します search
55 タブレット tablet
55 パスワード password
55 じょうけんけい 条件形 conditional form （type of verb conjugation）
55 キー key
55 とります［めんきょを～］ 取ります［免許を～］ obtain ［a license］
55 かしだしカード 貸し出しカード library/lending card 
55 こくさいめんきょしょう 国際免許証 international driving license
55 きます ［じしんが～］ 来ます ［地震が～］ ［earthquake］ occur
55 よういします 用意します prepare
55 まほう 魔法 magic
55 ごうかくします 合格します pass （an examination）
55 ことわざ saying
55 うれい 憂い worry, anxiety
55 かげ 影 shadow
55 アフターサービス after-sales service
55 くびわ 首輪 dog collar
55 こいぬ 子犬 puppy
55 こうよう 紅葉 colored/autumn leaves
55 （お）しろ （お）城 castle
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55 りっぱ（な） 立派（な） fine, splendid
55 キャッチコピー catchphrase
55 せんでん 宣伝 advertisement, publicity
55 スペースキー space key/bar
55 うちます［キーを～］ 打ちます［キーを～］ type
55 しょうたいします 招待します invite
55 ぴったり［じかんが～］ ぴったり［時間が～］ just ［in time］
55 とまります 泊まります stay
55 スピーチ speech
55 ホームページ homepage
55 リンクします link
55 むり（な） 無理（な） impossible
55 やみます ［あめが～］ やみます ［雨が～］ stop ［raining］

55 てるてるぼうず てるてる坊主 teru teru bozu （a paper doll hung out the window with a 
wish for good weather）

復習 2 ゆか 床 floor
復習 2 あしあと 足跡 footprint
復習 2 つたえます 伝えます tell
復習 2 きく 菊 chrysanthemum

56 ～ひ ～費 expense
56 ～だい ～代 price
56 かかります ［おかねが～］ かかります ［お金が～］ cost ［money］
56 うごきます 動きます work
56 かためい 形名 model name
56 サービスセンター service center
56 かかります ［じかんが～］ かかります ［時間が～］ take ［time］
56 ふくざつ（な） 複雑（な） complicated
56 きかい 機械 machine
56 ヒヨコ chick
56 カエル frog
56 くさります 腐ります turn sour
56 こげます 焦げます be burned
56 こげくさい 焦げ臭い smell burnt
56 けいさん 計算 calculation
56 みずたまり 水たまり puddle
56 おでこ forehead
56 のこします 残します leave
56 ブザー buzzer
56 ドーン、ドーン （sound of fireworks）
56 します［おとが～］ します［音が～］ sound
56 なきます 鳴きます （dog） bark
56 おおぜい 大勢 crowd of people
56 わらいごえ 笑い声 laughter
56 フィルター filter
56 ちゅうこしゃ 中古車 used car
56 しんしゃ 新車 new car
56 ゆうしょう 優勝 championship
56 さいしん 最新 the latest
56 ひとがたロボット 人型ロボット humanoid robot
56 にんげん 人間 human being
56 おに 鬼　 ogre
56 ちります 散ります fall
56 まるで as if （often used with ～ようだ、みたいだ）
56 じょゆう 女優 actress
56 はで（な） 派手（な） flashy, gaudy
56 センスがいい have good taste
56 うまく well
56 オノマトペ onomatopoeia

56 ガンガンします have a splitting headache （onomatopoeia used to describe 
a very bad headache）

56 フラフラします feel dizzy （onomatopoeia used to describe the state of 
not having any energy and feeling dizzy）

56 チクチクします be prickly/tingly （onomatopoeia used to describe a type 
of pain）

56 ゾクゾクします shiver, feel chilly （onomatopoeia used to describe feeling 
cold）
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56 ムカムカします feel sick （onomatopoeia used to describe feeling 
nauseated）

56 はいります［ちからが～］ 入ります［力が～］ have strength
56 はり 針 needle
56 かなづち 金づち hammer
56 はきけ 吐き気 nausea
56 します［はきけが～］ します［吐き気が～］ feel ［nauseous］
56 きもちがわるい 気持ちが悪い feel sick
56 かぜ 風 wind
56 ふきます［かぜが～］ 吹きます［風が～］ blow［wind］
56 かわります 変わります change
56 おいのりします お祈りします pray （polite equivalent of 祈ります）
56 ソフト（な） soft
56 ただいま ただ今 now
56 たいへん 大変 very
56 こみあいます 込み合います be crowded
56 しばらくたってから after a few minutes

56 おかけなおしください おかけ直しください Please call back later. （polite equivalent of もう一度か
けてください ; used on the phone）

56 よびだしおん 呼び出し音 ringtone

56 おまたせしました お待たせしました I’m sorry I kept you waiting. （humble equivalent of 待た
せました）

56 たんとう 担当 staff in charge of
56 てんめつします 点滅します blink, flash on and off
56 ピカピカ sparkle, glitter
56 ほしょうきかん 保証期間 warranty period
56 おもちですか お持ちですか （polite equivalent of 持っていますか）
56 ぜったいに 絶対に absolutely
56 ～はず be supposed/expected to 
56 のちほど 後ほど later
57 たんにんのせんせい 担任の先生 homeroom teacher
57 はなしかけます 話しかけます speak to
57 ほうかご 放課後 after class
57 ドッジボール dodge ball
57 なわとび 縄跳び skipping rope
57 うさぎ rabbit
57 ひらきます［みせを～］ 開きます［店を～］ open ［a shop］
57 れんきゅう 連休 consecutive holidays
57 めんどうくさい 面倒臭い troublesome
57 インドア indoor
57 アウトドア outdoor
57 ～は ～派 ～ type/kind of person
57 たいてい 大抵 usually
57 サイクリング cycling
57 スノボ snowboarding
57 てんこうせい 転校生 transfer student
57 みずぎ 水着 swimwear
57 てんきん 転勤 transfer
57 たいかい 大会 contest
57 さんすう 算数 arithmetic
57 エビフライ fried prawns
57 たのみます 頼みます order
57 とどうふけん 都道府県 prefectures
57 せかいいさん 世界遺産 world heritage
57 うちゅうひこうし 宇宙飛行士 astronaut
57 からあげ 唐揚げ fried chicken
57 しょどう 書道 calligraphy
57 けいざい 経済 economics, economy
57 まわります［じてんしゃで～］ 回ります［自転車で～］ go around ［by bicycle］
57 かんきょう 環境 environment
57 やさしい［かんきょうに～］ 優しい［環境に～］ ［environmentally］ friendly
57 しんぶんしゃ 新聞社 newspaper company
57 しょくば 職場 company
57 きにいります 気に入ります like
57 きょうとうせんせい 教頭先生 vice-principal
57 たとえば 例えば for example
57 かきおわります 書き終わります finish writing
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57 あつめます 集めます collect
57 なるほど I see.
57 きんにくつう 筋肉痛 muscular pain
57 じっか 実家 parents’ house
57 ゆきかき 雪かき snow shoveling
57 ころ 頃 when
57 （お）てつだい （お）手伝い help
58 もちます［ゆめを～］ 持ちます［夢を～］ have ［a dream］
58 ならいごと 習い事 lessons
58 たちば 立場 position
58 しえき 使役 causative （grammatical term）
58 しえきどうし 使役動詞 causative verb （grammatical term）
58 かてい 家庭 home
58 かけざん 掛け算 multiplication
58 くく 九九 multiplication table

58 れんらくちょう 連絡帳

correspondence notebook between teacher and parents 
（used so parents can notify the school when their child is 

going to be absent and for teachers to notify parents how 
things are going at school.）

58 ぜんいん 全員 all the members
58 インターンシップ internship
58 あいます［しごとが～］ 合います［仕事が～］ ［job］fit
58 むかえにいきます 迎えに行きます go to pick up
58 じゅく 塾 cram school
58 バイト part-time job
58 ふきます 拭きます wipe
58 きっさてん 喫茶店 cafeteria
58 マスター master, proprietor
58 はんたいします 反対します oppose
58 しえきうけみ 使役受身 causative passive （grammatical term）
58 しんじんかんげいかい 新人歓迎会 welcome party for a new employee
58 にもつはこび 荷物運び carry belongings
58 かたこり 肩凝り stiff shoulders
58 ひどい terrible
58 しんにゅうしゃいん 新入社員 new employee
58 けんしゅう 研修 training
58 けいかく 計画 plan
58 いかがでしょうか （polite equivalent of どうでしょうか）
58 マナー manner
58 とりかた［メモの～］ 取り方［メモの～］ how to take ［notes］
58 ほうこく 報告 report
58 しかた 仕方 how to do
58 ぼうねんかい 忘年会 year-end party
58 じまんばなし 自慢話 bragging
58 ～きょく ～曲 （counter word for songs）
59 グルメ gourmet
59 あかんぼう 赤ん坊 baby
59 さっそく 早速 at once
59 ～によると according to ～
59 とほ 徒歩 on foot
59 ぶちょう 部長 department head
59 めんかい 面会 meeting
59 カレーや カレー屋 curry shop
59 やります［みせを～］ やります［店を～］ manage/run ［a shop］
59 （ご）めんかいのかた （ご）面会の方 visitor （polite equivalent of 面会の人）
59 おかきください お書きください （polite equivalent of 書いてください）
59 いんしょくぶつ 飲食物 food and drink
59 ごそうだんください ご相談ください （polite equivalent of 相談してください）
59 びょうしつ 病室 hospital room/ward
59 ふきだし 吹き出し speech bubble
59 ごしようはごえんりょください ご使用はご遠慮ください （polite equivalent of 使わないでください）
59 コーヒーショップ coffee shop
59 ちゅうしゃけん 駐車券 parking ticket
59 いただきます 頂きます （humble equivalent of もらいます）
59 くださいます 下さいます （polite equivalent of くれます）
59 しゅっさんいわい 出産祝い baby gift 
59 いないいないばあ （title of a children’s picture book）
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59 ベビーふく ベビー服 baby clothes
59 こそだて 子育て child care
59 おれい お礼 thanks, appreciation
59 ぴったり［サイズが～］ fit perfectly［size］
59 けいえいします 経営します manage, run
59 どなたか （polite equivalent of だれか）
59 えんそう 演奏 performance

59 しみんか 市民課 citizen section （window/counter at the city office for 
dealing with things like citizen cards, etc.）

59 てんにゅうとどけ 転入届 moving-in notification （submitted to the local municipal 
office when you move）

59 きょかします 許可します allow
59 じょうし 上司 boss

59 わざわざ taking the trouble （an expression that indicates doing 
something with much effort.）

59 だっこします 抱っこします pick up
59 いない 以内 within
59 とどけます［やくしょに～］ 届けます［役所に～］ notify ［a public office］
59 てつづき 手続き procedure
59 まんかい 満開 full bloom
59 さんせいします 賛成します agree
59 とります［ばしょを～］ 取ります［場所を～］ secure/find ［a place］
59 ばしょとり 場所取り securing/finding a place
59 デパちか デパ地下 basement of a department store 

復習 3 いたまえ 板前 a cook who is skilled in Japanese cuisine
復習 3 アジ horse mackerel
復習 3 うおいちば 魚市場 fish market
復習 3 しんけいしつ（な） 神経質（な） nervous
復習 3 しょうせつか 小説家 novelist
復習 3 バック background

60 りれきしょ 履歴書 curriculum vitae, résumé  
60 しょくひん 食品 food
60 ゆにゅう 輸入 import
60 じんじぶ 人事部 personnel section
60 せんじつ 先日 the other day
60 もの 者 （humble equivalent of 人）
60 がいしゅつちゅう 外出中 be out, absent
60 しゅっしゃ 出社 come to the office
60 しょうちします 承知します （humble equivalent of わかります）
60 そんけいご 尊敬語 honorific expression/language （grammatical term）
60 めうえのひと 目上の人 someone of higher status than oneself
60 たかめます 高めます heighten
60 けんじょうご 謙譲語 humble expression/language （grammatical term）
60 ひくめます 低めます lower
60 とくべつ（な） 特別（な） special
60 めしあがります 召し上がります （polite equivalent of 食べます, 飲みます）
60 なさいます （polite equivalent of します）
60 ごらんになります ご覧になります （polite equivalent of 見ます）
60 おっしゃいます （polite equivalent of 言います）
60 ごぞんじです ご存じです （polite equivalent of 知っています）
60 まいります 参ります （humble equivalent of 行きます, 来ます）
60 おります （humble equivalent of います）
60 いただきます 頂きます （humble equivalent of 食べます, 飲みます, もらいます）
60 いたします 致します （humble equivalent of します）
60 はいけんします 拝見します （humble equivalent of 見ます）
60 もうします 申します （humble equivalent of 言います）
60 ぞんじません 存じません （humble equivalent of 知りません）

60 うかがいます 伺います （humble equivalent of 訪問します , 聞きます , 質問し
ます）

60 おめにかかります お目にかかります （humble equivalent of 会います）
60 じょうしゃけん 乗車券 railway ticket
60 やくわり 役割 role
60 あす 明日 tomorrow
60 しちゃく 試着 trying on clothes
60 おいでください （polite equivalent of 来てください）
60 かけます have a seat
60 えんりょ 遠慮 to refrain
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60 あずかります 預かります keep
60 ぶひん 部品 parts
60 せいしゃいん 正社員 full-time worker
60 そうべつかい 送別会 farewell party
60 ひらきます［そうべつかいを～］ 開きます［送別会を～］ hold　［a farewell party］
60 にゅうしゃ 入社 enter a company
60 ほとんど（～ない） hardly （used with a negative expression）
60 はげまします 励まします cheer
60 たからもの 宝物 treasure
60 いっしょう 一生 life time, whole life
60 こころから 心から from the bottom of my heart
60 しょくいんかいぎ 職員会議 staff meeting
60 でんごん 伝言 message
60 くみ 組 class

漢字 1 しょどう 書道 calligraphy
漢字 1 しよう 使用 use
漢字 1 ほどう 歩道 pavement, sidewalk
漢字 1 さっきょく 作曲 musical composition
漢字 1 くりつ 区立 municipal （used when referring to 区 ［ward］）
漢字 1 しりつ 市立 municipal （used when referring to 市 ［city］）
漢字 1 しりつ 私立 private
漢字 1 こくりつ 国立 national
漢字 1 さくぶん 作文 composition
漢字 1 ぶんしょう 文章 sentence
漢字 1 つれます 連れます take
漢字 1 せいりします 整理します sort out
漢字 2 ばいてん 売店 stand, kiosk
漢字 2 とくばい 特売 sale
漢字 2 さかなや 魚屋 fish shop, fishmonger
漢字 2 きんぎょ 金魚 goldfish
漢字 2 やきいも 焼き芋 baked sweet potato
漢字 2 ていしょく 定食 set meal
漢字 2 ルー （curry） roux
漢字 3 ねだん 値段 price
漢字 3 こうおん 高温 high temperature
漢字 3 さいこう 最高 the highest
漢字 3 ていおん 低温 low temperature
漢字 3 さいてい 最低 the lowest
漢字 3 さいやすね 最安値 the cheapest price
漢字 3 ちゅうこ 中古 secondhand
漢字 3 さいこ 最古 the oldest
漢字 3 うりきれます 売り切れます get sold out
漢字 4 おもいで 思い出 memory
漢字 4 きこく 帰国 returning to one’s country
漢字 4 ふくしゅう 復習 review
漢字 4 しゅうかん 習慣 custom
漢字 4 ほうそう 放送 broadcasting
漢字 4 そうしん 送信 sending a message, transmission
漢字 4 うまくいきます go well
漢字 4 りょかん 旅館 Japanese-style hotel
漢字 4 クラシックばんぐみ クラシック番組 classical music program
漢字 5 てんきよほう 天気予報 weather forecast
漢字 5 おおあめ 大雨 heavy rain
漢字 5 つゆ 梅雨 rainy season
漢字 5 きたかぜ 北風 north wind
漢字 5 みなみかぜ 南風 south wind
漢字 5 そら 空 sky
漢字 5 せきがあきます 席が空きます a seat becomes available
漢字 5 くうせき 空席 vacant seat
漢字 5 かんとうちほう 関東地方 Kanto district
漢字 5 あがります［きおんが～］ 上がります［気温が～］ ［temperature］ rise
漢字 6 じゆう 自由 free
漢字 6 じどうドア 自動ドア automatic door
漢字 6 かいてん 開店 opening a store
漢字 6 かいし 開始 beginning 
漢字 6 へいてん 閉店 closing a store
漢字 6 せん 栓 stopcock
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漢字 6 でんどう（じてんしゃ） 電動（自転車） electric
漢字 6 よこ 横 horizontal
漢字 6 たて 縦 vertical
漢字 7 かくえきていしゃ 各駅停車 local train
漢字 7 かえりみち 帰り道 one’s way back
漢字 7 じょうしゃ 乗車 boarding/getting on/in a train, bus or car
漢字 7 ふりだします［あめが～］ 降り出します［雨が～］ start to ［rain］
漢字 7 かけこみじょうしゃ 駆け込み乗車 dashing onto a train just before it leaves
漢字 7 ゆうせんせき 優先席 priority seat
漢字 7 だいく 大工 carpentry
漢字 7 ホームセンター hardware/DIY store
漢字 7 レンタカー rental car
漢字 8 ちこくします 遅刻します be late
漢字 8 けっせきします 欠席します be absent
漢字 8 こうつうじこ 交通事故 traffic accident
漢字 8 ほんしゃ 本社 head office
漢字 8 こくさい 国際 international
漢字 8 しょうしか 少子化 declining birthrate
漢字 8 こうれいか 高齢化 aging population
漢字 8 もんだい 問題 trouble
漢字 9 ちょうなん 長男 one’s first son
漢字 9 たすう 多数 large number
漢字 9 しょうじょ 少女 girl
漢字 9 しょうねん 少年 boy
漢字 9 しょうすう 少数 small number
漢字 9 じなん 次男 one’s second son
漢字 9 ねんまつ 年末 the end of year
漢字 9 せきにん 責任 responsibility
漢字 9 ストレス stress

漢字 10 とち 土地 land
漢字 10 ちほう 地方 district
漢字 10 かんこうち 観光地 tourist spot
漢字 10 こころ 心 mind
漢字 10 しんぞう 心臓 heart （used when referring to a part of the body）
漢字 10 あじみ 味見 tasting
漢字 10 しおあじ 塩味 salty taste
漢字 10 ずつう 頭痛 headache
漢字 10 ずじょうちゅうい 頭上注意 watch your head
漢字 10 ちゅうりんきんし 駐輪禁止 No parking （bicycle）
漢字 10 ちゅうごくちほう 中国地方 Chugoku district
漢字 10 しゅじゅつ 手術 operation
漢字 10 げんしりょくはつでん 原子力発電 nuclear power generation
漢字 10 なるべく if possible
漢字 10 あたまがいたい 頭が痛い have a difficult problem
漢字 10 あたまにきます 頭に来ます get angry
漢字 10 あたまがかたい 頭が固い be inflexible
漢字 10 チームワーク teamwork
漢字 11 いいところ いい所 good place
漢字 11 ちょうしょ 長所 strong point
漢字 11 どうぶつ 動物 animal
漢字 11 しらせます 知らせます let ～ know
漢字 11 しりあいます 知り合います get to know
漢字 11 ちしき 知識 knowledge
漢字 11 つうち 通知 notice
漢字 11 カート shopping cart
漢字 11 ゼミ seminar
漢字 11 じむしょ 事務所 office
漢字 11 うんどうじょう 運動場 sports ground
漢字 11 けんきゅうじょ 研究所 laboratory, research institute
漢字 11 せんめんじょ 洗面所 washroom
漢字 12 こっき 国旗 national flag
漢字 12 あらわします 表します signify, represent
漢字 12 なないろのにじ 七色の虹 rainbow with seven colors
漢字 12 さんしょく 3 色 three colors
漢字 12 はくし 白紙 white paper
漢字 12 バラ rose
漢字 12 おせきはん お赤飯 steamed rice with red beans
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漢字 12 せいねん 青年 young man, youth
漢字 12 にあいます 似合います become, suit
漢字 12 ばあい 場合 occasion, case
漢字 12 ごうけい 合計 total
漢字 12 みずたまのシャツ 水玉のシャツ polka-dot shirt
漢字 12 かいごう 会合 meeting
漢字 12 ひのまる 日の丸 Rising Sun Flag
漢字 12 おめでたい auspicious, lucky
漢字 13 めいあん 明暗 light and shade
漢字 13 みょうにち 明日 tomorrow
漢字 13 よみち 夜道 street at night
漢字 13 あんきします 暗記します memorize
漢字 13 ちょうしょく 朝食 breakfast
漢字 13 やしょく 夜食 midnight snack
漢字 13 ゆうしょく 夕食 dinner
漢字 13 ひとりあるき 一人歩き walking alone
漢字 14 はるやすみ 春休み spring vacation
漢字 14 はるかぜ 春風 spring wind
漢字 14 しゅんぶんのひ 春分の日 vernal equinox
漢字 14 なつび 夏日 （a day in which the temperature rises above 25℃）
漢字 14 しょか 初夏 early summer
漢字 14 あきばれ 秋晴れ fine autumn day
漢字 14 しゅうぶんのひ 秋分の日 autumnal equinox
漢字 14 とうきオリンピック 冬季オリンピック Winter Olympics
漢字 14 しゅんかしゅうとう 春夏秋冬 the four seasons

漢字 14 しゅうぎょうしき 終業式 closing ceremony （the ceremony marking the ending of 
the school term）

漢字 14 しぎょうしき 始業式 opening ceremony （the ceremony marking the opening 
of the school term）

漢字 14 まなつび 真夏日 （a day in which the temperature rises above 30℃）
漢字 14 らく（な） 楽（な） comfortable
漢字 14 みんぞく 民族 ethnic
漢字 14（お）はかまいり （お）墓参り visiting a grave
漢字 14 クラシック classical music
漢字 14 ジャズ jazz
漢字 14 ヘビーメタル heavy metal
漢字 14 バイオリン violin
漢字 14 フルート flute
漢字 14 トランペット trumpet
漢字 14 ギター guitar
漢字 14 かきごおり かき氷 shaved ice
漢字 14（お）せいぼ （お）歳暮 year-end present （to express gratitude）
漢字 14（お）ちゅうげん （お）中元 mid-year present （to express gratitude）
漢字 14 シルバーウイーク Silver Week （an annual holiday in September）
漢字 15 たくはいびん 宅配便 home delivery service
漢字 15 あしもと 足元 at or near one’s feet
漢字 15 こうぶつ 好物 favorite food
漢字 15 かふんしょう 花粉症 hay fever, pollinosis
漢字 15 かびん 花瓶 vase

漢字 15（お）ぞうに （お）雑煮 zoni （soup containing rice cakes which is eaten on New 
Year’s Day）

漢字 15 はつもうで 初詣　 one’s first visit of the year to a shrine or a temple 
漢字 15 ゆうりょう 有料 not free
漢字 15 おちゃ お茶 tea ceremony
漢字 15 でんぴょう 伝票 slip, chit
漢字 15 はんこ 判子 seal
漢字 15 サイン signature
漢字 15 おんせんち 温泉地 hot spring resort
漢字 15 あそびば 遊び場 playground
漢字 16 じんこう 人工 artificial
漢字 16 ごじゅうおん 五十音 Japanese syllabary （basic 50 syllables of Japanese）
漢字 16 なきごえ 泣き声 cry, whine
漢字 16 さくひん 作品 work
漢字 16 せいひん 製品 product
漢字 16 かみさま 神様 god
漢字 16 おんがくかい 音楽会 concert
漢字 16 プログラム program
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漢字 16 バッハ Bach, Johann Sebastian
漢字 16 はきはきと clearly
漢字 16 たいこ 太鼓 drum
漢字 17 こうこう 高校 high school
漢字 17 ゆうじん 友人 friend
漢字 17 しんゆう 親友 best friend
漢字 17 えいかいわ 英会話 english conversation
漢字 17 えいこく 英国 U.K.
漢字 17 きがつよい 気が強い aggressive
漢字 17 よてい 予定 plan
漢字 17 ひつじ 羊 sheep
漢字 17 しゅっせきしゃ 出席者 attendee
漢字 17 じだい 時代 era
漢字 17 ぎむきょういく 義務教育 compulsory education
漢字 17 こうとうがっこう 高等学校 high school
漢字 18 うんきゅう 運休 suspension of service （bus, train or airplane）
漢字 18 こうつう 交通 traffic
漢字 18 つうがく 通学 attending school
漢字 18 つうきん 通勤 commuting to work
漢字 18 かしゅ 歌手 singer
漢字 18 メーデー May Day
漢字 18 ダンプカー dump truck
漢字 18 たたみます 畳みます fold
漢字 18 ミュージカル musical
漢字 19 しまい 姉妹 sisters
漢字 19 さんにんしまい 三人姉妹 three sisters
漢字 19 ふじん 夫人 wife
漢字 19 ふさい 夫妻 husband and wife
漢字 19 ふうふ 夫婦 husband and wife
漢字 19 おおや 大家 owner of a rented house, landlord/lady
漢字 19 まんがか 漫画家 cartoonist
漢字 20 せいべつ 性別 sex, gender
漢字 20 がくれき 学歴 educational background
漢字 20 しょくれき 職歴 business career
漢字 20 ふようかぞく 扶養家族 dependent
漢字 20 はいぐうしゃ 配偶者 spouse
漢字 20 せいかく 性格 character, personality
漢字 20 しょくいん 職員 staff
漢字 20 こうむいん 公務員 civil servant, public employee
漢字 20 したしい 親しい close 
漢字 20 せいしき 正式 official
漢字 20 やりかた やり方 way to do
漢字 20 ほうほう 方法 way, method
漢字 20 ハローワーク public employment security office
漢字 20 みほん 見本 sample
漢字 20 あてな 宛名 addressee

漢字 20 ～さまかた ～様方

care of ～ （used when sending a letter to a person 
staying in the household of somebody else ［e.g., during a 
homestay］. The head of the household is addressed as ～
様方 . The actual recipient is addressed as ～様 .）

漢字 20 はけんしゃいん 派遣社員 temporary worker
漢字 20 けいやくしゃいん 契約社員 contract worker
漢字 20 はけんします 派遣します dispatch
漢字 20 はけん 派遣 dispatch


