
そんげんし 尊厳死 (7-3) 尊严死 

そんざいぶん 存在文 (2-1) 存在文 

 
た    

タイ   (2-1) 泰国 

～だい ～代 (1-3) 时代,时期.年龄范围.代 

だいいちいんしょう 第一印象 (1-1) 第一印象,最初印象 

だいいちはっけんしゃ 第一発見者 (5-1) 第一发现者 

だいがくいん 大学院 (4-2) 大学研究院 

たいきん 大金 (5-3) 巨款 

たいじゅう 体重 (7-1) 体重 

たいしゅうか（する） 大衆化（する） (8-3) 大众化 

たいしょうてき（な） 対照的（な） (7-3) 对比鲜明(的),正相反(的) 

たいしょくきん 退職金 (4-1) 退休金 

たいせいよう 大西洋 (2-3) 大西洋 

たいせつにする 大切にする (3-2) 珍惜,保重 

たいど 態度 (3-3) 态度 

たいとう（な） 対等（な） (6-1) 对等,平等,同等 

タイトル   (5-1) 题目,标题 

たいひ 対比 (3-2) 对比,队照 

たいりく 大陸 (2-3) 大陆 

たいりょく 体力 (7-1) 体力 

たからくじ 宝くじ (7-3) 彩票 

たく 焚く (7-2) 烧,焚 

たく 炊く (7-2) 煮,烧,焖,炖 

たしかに 確かに (5-2) 确实.可靠.准确 

～だす（例．走り出す）   (8-3) ～起来.～出来 

たすける 助ける (1-2) 帮助,援助.救助 

ただ   (1-3) (名词)免费,白给.普通,平凡.(副词)

只有,只是,只不过(是).仅仅,只.(接

续词)但是,不过 

たたかう 闘う (7-3) 作战,打仗.斗争.比赛,竞赛 

ただの   (5-3) 不要钱的,白给的.平凡的,普通的 

たちあがる 立ち上がる (4-3) 起来,起立.重振,恢复.开始,着手 

たちば 立場 (7-3) 处境.立场,观点 

たつ 経つ (3-1) 过 

だって   (4-2) (接续词)可是,但是.(助词)即便～也 



たて 縦 (2-2) 纵,竖.长,宽 

たてる 立てる (2-2) 立,竖.冒,扬起.制定,起草 

たどうし 他動詞 (4-3) 他动词 

だとすれば   (8-3) 如果是～的话 

たにん 他人 (3-2) 别人,外人,局外人,陌生人 

タブー   (3-3) 避讳,忌讳.禁忌,戒律 

タブーしする タブー視する (7-3) 视为禁忌 

たべあるき 食べ歩き (7-1) 吃遍 

だまって～する   (3-1) 一声不吭地 

たよりがいがある 頼りがいがある (6-1) 值得依赖(信赖) 

たよりになる 頼りになる (2-2) 可靠 

たら   (2-1) 大头鱼 

～たら、   (1-2) 要是,如果～的话 

だらしない   (1-3) 不检点,散漫,没规矩.没出息,不争气 

たんい 単位 (7-3) 单位.学分 

たんき 短期 (8-1) 短期 

たんしょ 短所 (1-3) 短处,缺点 

 
ち    

ちあん 治安 (2-3) 治安 

ちいき 地域 (1-3) 地域,地区 

チーム   (7-1) 组,团体.队 

ちがい 違い (3-2) 差异,差别,区别.差错,错误 

ちしき 知識 (5-3) 知识 

チャイナタウン   (2-3) 中国城 

ちゃのゆ 茶の湯 (7-2) 茶道,品茶会 

チャンス   (1-3) 机会,良机 

ちゃんと～（する）   (6-2) 归归矩矩.如期.整整齐齐 

チャンポン   (2-3) 搀杂,混合.(肉,菜等的)杂烩 

ちゅうおうゆうびんきょく 中央郵便局 (2-1) 中央邮局,邮政总局 

ちゅうかりょうり 中華料理 (1-3) 中国菜 

ちゅうかんはっぴょう 中間発表 (8-1) 中间发表 

ちゅうごく 中国 (2-1) 中国 

ちゅうしん 中心 (2-1) 中心,中间,焦点,重点 

ちょうさ（する） 調査（する） (3-1) 调查 

ちょうしょ 長所 (1-3) 优点,长处 

ちょうみりょう 調味料 (7-2) 调料,调味品 



ちょうりほう 調理法 (7-2) 烹调法 

ちょきん（する） 貯金（する） (4-1) 存钱 

ちりょうほう 治療法 (7-3) 治疗法 

 
つ    

ついている   (4-3) 附着，粘着，带着 

ついに   (8-2) 终于,直到最后.从(未) 

つうきん（する） 通勤（する） (1-1) 上下班,通勤 

つうしん 通信 (4-2) 通信,通信息.电讯,通讯 

つかまる 捕まる (5-3) 被捉到,被逮到.抓住,揪住.被拽住 

つかれ   (7-1) 疲乏,疲劳,疲倦 

つきあう   (6-2) 交际,来往,打交道.陪伴,作陪,应酬 

つくす 尽くす (6-1) 尽力,竭力.效劳 

つける 着ける (3-3) 使就席,使入席.穿,带上,佩带 

つたわる 伝わる (2-3) 沿着,顺着.流传,传播.传入.传导 

つなぐ   (1-1) 系,拴,套.接合,串起.维系 

つまみ   (2-1) 下酒菜 

つまり   (5-3) 总之.也就是说 

つらい   (3-2) 辛苦,痛苦,难过.苛刻,残酷 

つれていく 連れていく (1-2) 带去,带走 

 
て    

であう 出会う (2-3) 遇见,遇到,碰上 

ていき（する） 提起（する） (8-3) 提出 

ディクテーション（する）   (7-2) 听写 

ディスカッション（する）   (8-1) 讨论 

ディズニーランド   (6-2) 迪士尼乐园 

ティッシュ・ペーパー   (7-2) 面巾纸 

データ   (7-3) 数据,论据,资料 

デート（する）   (3-1) 约会 

テーマ   (3-1) 主题 

できあがり   (7-2) 做好,做出来.做出来的结果 

できる（子供が）   (1-1) 有 

てきれいき 適齢期 (6-2) 适龄期 

できれば   (4-1) 如果可以的话 

てけい て形 (3-1) て形 

デザイナー   (1-1) 设计师 



デザイン（する）   (1-1) 设计 

てつづき 手続き (2-2) 手续 

てにつかない 手につかない (3-1) 定不下心，沉不住气 

デュエット（する）   (1-2) 二重唱 

デリケート（な）   (1-3) 精致,精密.微妙.敏感 

テレビでんわ テレビ電話 (4-3) 电视电话 

てをぬく 手を抜く (8-1) 省工,偷工 

てんきん（する） 転勤（する） (4-1) 调动工作,调换 

てんさい 天才 (8-3) 天才 

てんじじょう 展示場 (4-3) 展览会场 

てんじょう 天井 (4-3) 天花板 

でんとう（てきな） 伝統（的な） (2-1) 传统(的) 

でんぱ 電波 (5-3) 电波 

 
と    

というのも   (4-3) 因为 

ドイツ   (2-3) 德国 

どうい（する） 同意（する） (7-3) 同意 

とういつ（する） 統一（する） (1-3) 统一 

どうかしましたか   (5-1) 怎么了 

とうがらし 唐辛子 (2-1) 辣椒 

どうき 動機 (5-1) 动机 

どうきゅうせい 同級生 (8-3) 同班同学,同期同学 

とうこうきょひ 登校拒否 (8-3) 不愿上学 

とうざいなんぼく 東西南北 (2-3) 东西南北 

とうじ 当時 (5-1) 当时,那时 

～どうし ～同士 (6-1) ～们,一伙 

どうし 動詞 (1-1) 动词 

どうすれば   (8-1) 怎么办 

とうぜん 当然 (5-3) 理所当然 

どうそうかい 同窓会 (1-1) 同学会 

どうとく（てきな） 道徳（的な） (7-3) 道德(的) 

とうなんアジア 東南アジア (2-3) 东南亚 

どうやって   (4-1) 怎么,如何 

どうやら～（ようだ）   (8-1) 多半,好象,仿佛 

どうりょう 同僚 (6-2) 同事 

とかい 都会 (3-2) 都市 



ドキドキする   (7-2) 七上八下,忐忑不安 

ときには 時には (7-2) 有时 

とくい（な） 得意（な） (1-3) 拿手,擅长(的) 

とくしょく 特色 (2-3) 特色,特长 

どくしん 独身 (6-1) 单身,独身 

とくちょう 特徴 (2-3) 特征,特色,特点 

とくていの 特定の (6-2) 特别规定的,特别指定的 

ところが   (1-2) 然而,可是 

ところで   (1-2) (突然转换话题)可是,我说 

とし 都市 (2-1) 都市,城市 

としうえ 年上 (6-1) 年长 

としより 年寄り (4-2) 老人 

としをとる 年をとる (6-3) 上年龄 

どちらともいえない どちらとも言えない (1-3) 不好说 

とつぜん 突然 (1-3) 突然 

とにかく   (2-1) 不管怎样,总之,反正 

どのような   (3-2) 怎么样的 

どのように   (3-1) 怎么样 

とはいえ   (3-3) 虽然那么说,尽管那样 

とびまわる 飛び回る (4-1) 飞来飞去.跑来跑去.到处奔走 

トムヤンクン   (1-2) 泰式火锅 

ともばたらき 共働き (6-1) 双职工 

トラベラーズ・チェック   (2-2) 旅行支票 

ドラマ   (5-1) 连续剧,剧本,戏剧性事件 

トラム   (2-3) 市内电车 

とりあえず   (4-1) 先,暂时,姑且.急忙,赶快 

トリック   (5-1) 奸计,诡计,戏法.特技,假景 

どりょくか 努力家 (1-3) 努力奋斗的人 

とんでくる 飛んで来る (5-2) 飞过来 

どんなふうに   (4-2) 怎么样 

トンボ   (1-2) 蜻蜓 

 
な    

ないよう 内容 (4-3) 内容 

なかがいい 仲がいい (1-2) 感情好，关系好 

ながそで 長そで (2-2) 长袖，长袖衣服 

なかま 仲間 (7-1) 朋友，伙伴，同事 



ながれる 流れる (4-3) 流。流动，飘动。传播，传开。流逝。

流浪 

なけいようし な形容詞 (3-1) な形容词 

なげる 投げる (8-2) 投，抛，扔。摔。提供。放弃 

ナス   (7-2) 茄子 

なぜなら（ば）   (6-1) 因为，原因是 

なぞ 謎 (5-3) 谜，谜语 

なつかしい   (1-2) 怀念，眷念 

なつバテ 夏バテ (7-2) 苦夏 

なでる   (3-3) 抚摸，抚摩。安抚，安慰。梳整（头发）

なによりも   (5-1) 比什么都 

なべ   (7-2) 锅。火锅 

なまほうそう（する） 生放送（する） (6-2) 现场直播 

なまみず 生水 (2-2) 生水 

なやみ 悩み (3-2) 烦恼，苦恼 

なんだ   (1-2) 什么。哎呀。哪里，算不了什么 

なんだか   (4-2) 是什么。总觉得，不由得 

なんとかなる   (3-1) 会有办法 

なんとなく   (3-2) 总觉得，不由得。无意中 

なんども 何度も (8-3) 多次，好几次，三番五次 

なんにんか 何人か (4-3) 有几个人 

 
に    

にがて（な） 苦手（な） (1-3) 不擅长（的），不善于（的）。不好对

付（的） 

にぎる 握る (8-2) 握，攥，抓。攥饭团。掌握 

ニコニコする   (1-3) 笑眯眯，笑嘻嘻，微微笑 

にこむ 煮込む (7-2) 炖，熬。煮熟，煮透 

にじかい 二次会 (7-2) （正式宴会后）再次（在别的地方）举

行的酒宴。第二次集会 

ニセ   (5-3) 假冒，赝品 

にっすう 日数 (7-3) 日数，天数 

ににんさんきゃく 二人三脚 (6-1) （赛跑）两人三足。同心协力 

にほんしゅ 日本酒 (7-1) 日本酒，清酒 

にほんじんらしい 日本人らしい (6-3) 象日本人一样，象日本人似的 

にほんてき（な） 日本的（な） (3-3) 日本式（的） 

にもの 煮もの (7-1) 煮的菜 



ニュージーランド   (2-3) 新西兰 

にる 煮る (7-2) 煮，炖，熬 

にわとり   (4-2) 鸡 

にんき（がある） 人気（がある） (1-2) 很红，有人缘，有人望，受欢迎 

にんげん 人間 (1-3) 人，人类 

ニンニク   (7-2) 大蒜 

 
ぬ    

 
ね    

ネクタイピン   (2-3) 领带夹 

ねつ 熱 (7-2) 发烧，体温高。热度。热情 

ねつがでる 熱が出る (7-2) 发烧 

～ねんかん ～年間 (4-1) ～年，～年间 

ねんかん 年鑑 (5-3) 年鉴 

ねんきん 年金 (7-3) 养老金 

～ねんせい ～年生 (1-1) ～年级 

ねんれい 年齢 (7-3) 年龄 

 
の    

のうぎょう 農業 (4-1) 农业 

のこす 残す (5-3) 留下，剩下。保留，积存。遗留，留传

のこり 残り (1-1) 留下。遗留。剩余 

のぞく 覗く (5-3) 窥视。往下看。稍微看一下 

ノック（する）   (7-1) 敲打。敲门。打球 

のどをとおらない のどを通らない (3-1) 饮食不进，食不下咽 

のべ～   (5-3) 共计～，总计～ 

のりこえる 乗り越える (6-3) 乘～越过。跨过。渡过。超越 

のりものよい 乗りもの酔い (7-2) 晕车，船，飞机等 

のんびりする   (3-3) 无拘无束，悠闲自在 

 
は    

～は ～派 (7-3) 派，派别 

バー   (2-2) 酒吧 

ハーブ・オイル   (7-2) 香草油 

ハーブ・ティー   (7-2) 香草茶 

バーン   (5-1) 烧伤，烫伤。烧热 



はい。チーズ   (8-1) （照相时）茄子 

はいく 俳句 (1-3) 俳句，俳诗 

はいぼくしゃ 敗北者 (8-3) 失败者 

はいゆう（→じょゆう） 俳優（→女優） (7-1) 男演员 

はいりょ（する） 配慮（する） (7-3) 关怀，照顾，关照 

パイロット   (4-1) 飞行员 

バギオ   (3-2) 碧瑶（菲律宾地名） 

はくしゅ（する） 拍手（する） (7-1) 拍手，鼓掌 

ばくだん 爆弾 (5-3) 炸弹 

ばくは（する） 爆破（する） (5-3) 爆破，炸毁 

はげしい 激しい (5-3) 激烈，强烈，剧烈，猛烈。好冲动。厉

害 

はこざきぐう 筥崎宮 (2-1) 箱崎神社 

はじめの   (6-2) 开头的，开始的 

はずかしがりや 恥ずかしがり屋 (1-3) 腼腆的人，好害羞的人 

バスルーム   (4-3) 洗澡间，浴室 

パチンコ パチンコ (5-2) 扒金库（一种赌博游戏） 

はつえんとう 発煙筒 (5-3) 发烟筒 

はつおん 発音 (8-1) 发音 

はっけん（する） 発見（する） (5-1) 发现 

はってん（する） 発展（する） (2-3) 发展 

はつばい（する） 発売（する） (4-3) 卖，发售，出售 

はっぴょう（する） 発表（する） (8-1) 发表，发布，宣布 

はっぴょうかい 発表会 (8-1) 发布会 

はつめい（する） 発明（する） (2-3) 发明 

はで（な） 派手（な） (3-2) 花哨（的），鲜艳（的），华丽（的）

はなしあい 話しあい (3-1) 商量，商议，协商 

はなれる 離れる (5-3) 分离，离开。离去。距离。脱离 

ハノイ   (2-1) 河内 

はばひろく 幅広く (8-1) 广泛地 

はやいもので 早いもので (3-1) 真快呀 

はやめに 早めに (2-2) 提前，早些 

バランスよく   (7-1) 保持均衡，平衡 

はるかに   (4-2) 远远，遥远 

はるまき 春巻き (2-1) 春卷 

はんえい（する） 反映（する） (7-3) 反映 

バングラディシュ   (6-3) 孟加拉国 



はんせい（する） 反省（する） (3-3) 反省 

パンダ   (4-2) 熊猫 

はんにん 犯人 (5-1) 犯人，罪犯 

はんろん（する） 反論（する） (8-3) 反驳 

 
ひ    

ビア・ガーデン   (5-2) 庭院式啤酒店 

ピーク   (8-3) 顶峰，山顶。最高峰，最高潮。最大值

ビートルズ   (1-2) 披头士乐队，甲壳虫乐队 

ビードロ   (2-3) 玻璃，玻璃艺术品 

ビーフ   (7-2) 牛肉，牛排 

ひがい 被害 (5-1) 受害，受灾，损失 

ひがいしゃ 被害者 (5-1) 受害者，受灾者 

ひかく（する） 比較（する） (3-2) 对比，比较 

ひがとおる 火が通る (7-2) 加热 

ひかんてき（な） 悲観的（な） (3-2) 悲观（的） 

ひきおこす 引き起こす (7-2) 引起，惹起。扶起，拉起 

ビザ   (2-2) 签证 

ビジネススクール   (1-1) 商业学校 

ビジネスマン   (4-3) 实业家，公司职员，商人 

ひしょ 秘書 (7-2) 秘书 

ピストル   (5-1) 手枪 

ひつじ 羊 (2-3) 羊 

ひっしゃ 筆者 (2-3) 作者，书写者 

ひていけい 否定形 (3-1) 否定式 

ひていてき（な） 否定的（な） (1-3) 否定（的） 

ひとあたりがいい 人当たりがいい (1-3) 对人态度好 

ひとくちに～という ひと口に～と言う (7-2) 统称 

ひとこと 一言 (6-2) 一句话，一言。三言两语 

ひとつもない   (1-2) 一个也没有 

ひとばんじゅう 一晩中 (1-3) 整晚 

ひとびと 人々 (2-2) 许多人，人们。各个人，每个人 

ひとまえで 人前で (1-3) 众人面前。体面，外表，外观 

ひとめぼれ（する） 一目ぼれ（する） (1-1) 一见钟情 

ひとりっこ 一人っ子 (6-1) 独生子 

ひとりで 一人で (1-2) 一个人，自己 

ひみつしゅぎ 秘密主義 (7-3) 秘密主义 



ひやけ（する） 日焼け（する） (2-2) 晒黑 

ひやけどめ 日焼け止め (2-2) 防止晒黑 

ひょう 表 (3-1) 表格，图表 

びよういん 美容院 (5-2) 美容院 

ひょうか（する） 評価（する） (8-1) 评价。估价 

ひょうげん（する） 表現（する） (1-1) 表现 

ひょっとして   (1-1) 忽然，突然，偶然 

ピラミッド   (2-2) 金字塔 

ビリビリやぶる ビリビリ破る (3-3) 哧哧地撕破 

ひろがる 広がる (7-2) 拓宽，扩大。扩展，蔓延 

ヒンドゥーきょう ヒンドゥー教 (2-1) 印度教 

びんぼう（な） 貧乏（な） (1-2) 贫穷（的），贫困（的），贫苦（的）

 
ふ    

～ぶ ～部 (2-1) 部。～本，～部，～册，～份 

ファッション   (3-2) 流行，时兴。（服饰的）样式 

ファッション・モデル   (7-1) 时装模特儿 

ふあん（な） 不安（な） (6-1) 不安（的），不放心（的）。不稳定（的）。

フィッシュ＆チップス   (2-3) 油煎鱼加炸土豆 

フィリピン   (3-1) 菲律宾 

～ふう ～風 (2-1) 样子，态度。风习，风格 

～ふうに ～ふうに (6-1) 那样，这样 

ふうふ 夫婦 (3-1) 夫妻 

フエ   (2-1) 顺化（越南中部城市） 

ぶかつ 部活 (8-1) 小组活动 

ふきげん（な） 不機嫌（な） (1-3) 不高兴（的），不快活（的） 

ふくし 福祉 (4-2) 福利，福祉 

ふくそう 服装 APP. 服装，服饰，衣着，穿着 

ブザー   (4-3) 蜂鸣器，信号器 

ふしあわせ（な） 不幸せ（な） (7-3) 不幸 

ふしぎ（な） 不思議（な） (5-2) 奇怪，怪异，难以想象 

ぶしょう 武将 (1-3) 武将 

ふつかよい 二日酔い (7-2) 宿醉，醉到第二天 

ぶっきょう 仏教 (2-1) 佛教 

ぶっきょうと 仏教徒 (2-1) 佛教徒 

ぶっしつしゅぎ 物質主義 (3-2) 物质主义，物质第一主义 

 


