
たいきん 大金 (5-3) big money 

たいじゅう 体重 (7-1) weight (body) 

たいしゅうか（する） 大衆化（する） (8-3) popularization 

たいしょうてき（な） 対照的（な） (7-3) contrastive 

たいしょくきん 退職金 (4-1) retirement allowance 

たいせいよう 大西洋 (2-3) Atlantic Ocean 

たいせつにする 大切にする (3-2) to take good care of … 

たいど 態度 (3-3) attitude 

たいとう（な） 対等（な） (6-1) equal 

タイトル   (5-1) title 

たいひ 対比 (3-2) contrast 

たいりく 大陸 (2-3) continent 

たいりょく 体力 (7-1) physical strength 

たからくじ 宝くじ (7-3) lottery 

たく 焚く (7-2) to burn 

たく 炊く (7-2) to cook (rice) 

たしかに 確かに (5-2) certainly, surely 

～だす（例．走り出す）   (8-3) to begin to … 

たすける 助ける (1-2) to help, to rescue 

ただ   (1-3) however, but, yet 

たたかう 闘う (7-3) to fight 

ただの   (5-3) nothing more than … 

たちあがる 立ち上がる (4-3) stand up 

たちば 立場 (7-3) standpoint, position 

たつ 経つ (3-1) (time) to pass 

だって   (4-2) because 

たて 縦 (2-2) height, length 

たてる 立てる (2-2) to set up (a plan), to build 

たどうし 他動詞 (4-3) transitive verbs 

だとすれば   (8-3) supposing ... 

たにん 他人 (3-2) other people 

タブー   (3-3) taboo 

タブーしする タブー視する (7-3) put the taboo on ... 

たべあるき 食べ歩き (7-1) eating tour 

だまって～する   (3-1) ... in silent 

たよりがいがある 頼りがいがある (6-1) dependable 



たよりになる 頼りになる (2-2) reliable 

たら   (2-1) cod 

～たら、   (1-2) Oh dear, … 

だらしない   (1-3) slovenly 

たんい 単位 (7-3) credit (for a course) 

たんき 短期 (8-1) short-term 

たんしょ 短所 (1-3) fault, weak point 

 
ち    

ちあん 治安 (2-3) public peace (or order) 

ちいき 地域 (1-3) area, region 

チーム   (7-1) team 

ちがい 違い (3-2) difference 

ちしき 知識 (5-3) knowledge 

チャイナタウン   (2-3) Chinatown 

ちゃのゆ 茶の湯 (7-2) tea ceremony 

チャンス   (1-3) chance 

ちゃんと～（する）   (6-2) properly 

チャンポン   (2-3) noodles stewed with meat and vegetables 

ちゅうおうゆうびんきょく 中央郵便局 (2-1) Central Post Office 

ちゅうかりょうり 中華料理 (1-3) Chinese food 

ちゅうかんはっぴょう 中間発表 (8-1) midterm presentation 

ちゅうごく 中国 (2-1) China 

ちゅうしん 中心 (2-1) center 

ちょうさ（する） 調査（する） (3-1) investigation; to investigate 

ちょうしょ 長所 (1-3) strong point, merit 

ちょうみりょう 調味料 (7-2) seasoning 

ちょうりほう 調理法 (7-2) recipe 

ちょきん（する） 貯金（する） (4-1) savings; to save (money) 

ちりょうほう 治療法 (7-3) cure 

 
つ    

ついている   (4-3) has, carry, include 

ついに   (8-2) finally, at last 

つうきん（する） 通勤（する） (1-1) commuting to work; to commuteto work 

つうしん 通信 (4-2) communication 

つかまる 捕まる (5-3) to be caught, to be arrested 



つかれ   (7-1) fatigue 

つきあう   (6-2) to date (someone) 

つくす 尽くす (6-1) to devote, to do one's best 

つける 着ける (3-3) to attach 

つたわる 伝わる (2-3) be conveyed, be introduced 

つなぐ   (1-1) to link 

つまみ   (2-1) relish 

つまり   (5-3) that is, namely 

つらい   (3-2) hard, painful, bitter 

つれていく 連れていく (1-2) to take (a person) 

 
て    

であう 出会う (2-3) to meet, to run into (someone) 

ていき（する） 提起（する） (8-3) propose, raise; to propose, to raise 

ディクテーション（する）   (7-2) dictation; to dictate 

ディスカッション（する）   (8-1) discussion; to discuss 

ディズニーランド   (6-2) Disneyland 

ティッシュ・ペーパー   (7-2) tissue 

データ   (7-3) data 

デート（する）   (3-1) date, to go on a date 

テーマ   (3-1) theme 

できあがり   (7-2) completion 

できる（子供が）   (1-1) become pregnant 

てきれいき 適齢期 (6-2) marriageable age 

できれば   (4-1) if possible 

てけい て形 (3-1) te-form 

デザイナー   (1-1) designer 

デザイン（する）   (1-1) design; to design 

てつづき 手続き (2-2) procedure 

てにつかない 手につかない (3-1) can't settle to do 

デュエット（する）   (1-2) duet 

デリケート（な）   (1-3) sensitive, delicate 

テレビでんわ テレビ電話 (4-3) television telephone 

てをぬく 手を抜く (8-1) to scamp one's work 

てんきん（する） 転勤（する） (4-1) transfer; to transfer 

てんさい 天才 (8-3) genius 

てんじじょう 展示場 (4-3) pavilion 



てんじょう 天井 (4-3) ceiling 

でんとう（てきな） 伝統（的な） (2-1) tradition; traditional 

でんぱ 電波 (5-3) an electric wave 

 
と    

というのも   (4-3) because 

ドイツ   (2-3) Germany 

どうい（する） 同意（する） (7-3) agreement, consent; to agree, to consent 

とういつ（する） 統一（する） (1-3) unity; to unify 

どうかしましたか   (5-1) What happened to you? 

とうがらし 唐辛子 (2-1) red pepper 

どうき 動機 (5-1) motive 

どうきゅうせい 同級生 (8-3) classmate 

とうこうきょひ 登校拒否 (8-3) refusal to attend school 

とうざいなんぼく 東西南北 (2-3) east, west, north and south 

とうじ 当時 (5-1) in those days 

～どうし ～同士 (6-1) one another 

どうし 動詞 (1-1) verbs 

どうすれば   (8-1) What shall I do … 

とうぜん 当然 (5-3) natural 

どうそうかい 同窓会 (1-1) meeting of an alumni association 

どうとく（てきな） 道徳（的な） (7-3) morality; moral 

とうなんアジア 東南アジア (2-3) South East Asia 

どうやって   (4-1) how 

どうやら～（ようだ）   (8-1) be likely to do …, apparently 

どうりょう 同僚 (6-2) colleague 

とかい 都会 (3-2) city, town 

ドキドキする   (7-2) to beat fast 

ときには 時には (7-2) sometimes, occasionally 

とくい（な） 得意（な） (1-3) to be good at 

とくしょく 特色 (2-3) feature 

どくしん 独身 (6-1) single 

とくちょう 特徴 (2-3) feature, characteristic 

とくていの 特定の (6-2) specific 

ところが   (1-2) but, however 

ところで   (1-2) by the way 

とし 都市 (2-1) city 



としうえ 年上 (6-1) older, elder 

としより 年寄り (4-2) aged people 

としをとる 年をとる (6-3) to grow older 

どちらともいえない どちらとも言えない (1-3) I can't say which (give a definite answer). 

とつぜん 突然 (1-3) suddenly 

とにかく   (2-1) anyway, anyhow 

どのような   (3-2) what kind of 

どのように   (3-1) how; in what way 

とはいえ   (3-3) though, although 

とびまわる 飛び回る (4-1) rush about, fly about 

トムヤンクン   (1-2) the name of Thai soup 

ともばたらき 共働き (6-1) double income 

トラベラーズ・チェック   (2-2) travelers' check 

ドラマ   (5-1) drama 

トラム   (2-3) tram 

とりあえず   (4-1) for the present, for the time being 

トリック   (5-1) trick 

どりょくか 努力家 (1-3) a hard worker 

とんでくる 飛んで来る (5-2) to come flying 

どんなふうに   (4-2) how 

トンボ   (1-2) dragonfly 

 
な    

ないよう 内容 (4-3) content(s) 

なかがいい 仲がいい (1-2) to get along well 

ながそで 長そで (2-2) long sleeves 

なかま 仲間 (7-1) colleague, fellow 

ながれる 流れる (4-3) to flow 

なけいようし な形容詞 (3-1) na-adjective 

なげる 投げる (8-2) to throw 

ナス   (7-2) eggplant 

なぜなら（ば）   (6-1) because 

なぞ 謎 (5-3) a riddle 

なつかしい   (1-2) miss 

なつバテ 夏バテ (7-2) the heat 

なでる   (3-3) stroke, pat, pet 

なによりも   (5-1) above all  



なべ   (7-2) pan, pot 

なまほうそう（する） 生放送（する） (6-2) live broadcast 

なまみず 生水 (2-2) unboiled water 

なやみ 悩み (3-2) worries, troubles 

なんだ   (1-2) Why! 

なんだか   (4-2) somehow 

なんとかなる   (3-1) manage to 

なんとなく   (3-2) somehow 

なんども 何度も (8-3) many times 

なんにんか 何人か (4-3) some (peoples) 

 
に    

にがて（な） 苦手（な） (1-3) poor at; weak point 

にぎる 握る (8-2) to grip, to hold 

ニコニコする   (1-3) to smile 

にこむ 煮込む (7-2) to boil well, to stew 

にじかい 二次会 (7-2) second party 

ニセ   (5-3) false, counterfeit, fake 

にっすう 日数 (7-3) the number of days 

ににんさんきゃく 二人三脚 (6-1) three-legged race 

にほんしゅ 日本酒 (7-1) Japanese sake 

にほんじんらしい 日本人らしい (6-3) like Japanese 

にほんてき（な） 日本的（な） (3-3) Japanese style 

にもの 煮もの (7-1) cooked food 

ニュージーランド   (2-3) New Zealand 

にる 煮る (7-2) to boil, to stew 

にわとり   (4-2) chicken 

にんき（がある） 人気（がある） (1-2) to be popular 

にんげん 人間 (1-3) human being 

ニンニク   (7-2) garlic 

 
ね    

ネクタイピン   (2-3) tiepin 

ねつ 熱 (7-2) fever 

ねつがでる 熱が出る (7-2) to have a fever 

～ねんかん ～年間 (4-1) for … years 

ねんかん 年鑑 (5-3) yearbook, annual 



ねんきん 年金 (7-3) annuity, pension 

～ねんせい ～年生 (1-1) … year student 

ねんれい 年齢 (7-3) age 

 
の    

のうぎょう 農業 (4-1) agriculture 

のこす 残す (5-3) to leave behind 

のこり 残り (1-1) the rest, remainder 

のぞく 覗く (5-3) peep, look into 

ノック（する）   (7-1) knock; to knock 

のどをとおらない のどを通らない (3-1) cannot eat a bite 

のべ～   (5-3) total, aggregate 

のりこえる 乗り越える (6-3) to overcome 

のりものよい 乗りもの酔い (7-2) motion sickness 

のんびりする   (3-3) to relax 

 
は    

～は ～派 (7-3) group 

バー   (2-2) bar 

ハーブ・オイル   (7-2) herb oil 

ハーブ・ティー   (7-2) herb tea 

バーン   (5-1) bang! 

はい。チーズ   (8-1) “Say cheese” 

はいく 俳句 (1-3) Japanese poem (haiku poetry) 

はいぼくしゃ 敗北者 (8-3) loser 

はいゆう（→じょゆう） 俳優（→女優） (7-1) actor 

はいりょ（する） 配慮（する） (7-3) consideration; to consider 

パイロット   (4-1) pilot 

バギオ   (3-2) Baguio 

はくしゅ（する） 拍手（する） (7-1) handclap; clap 

ばくだん 爆弾 (5-3) a bomb 

ばくは（する） 爆破（する） (5-3) blast, explode 

はげしい 激しい (5-3) violent, strong 

はこざきぐう 筥崎宮 (2-1) Hakozaki shrine 

はじめの   (6-2) first 

はずかしがりや 恥ずかしがり屋 (1-3) shy person, bashful person 

バスルーム   (4-3) bathroom 



パチンコ パチンコ (5-2) Japanese pinball 

はつえんとう 発煙筒 (5-3) a smoke candle 

はつおん 発音 (8-1) pronunciation; to pronounce 

はっけん（する） 発見（する） (5-1) discover; to discover 

はってん（する） 発展（する） (2-3) development; to develop 

はつばい（する） 発売（する） (4-3) sell, put ... on sale 

はっぴょう（する） 発表（する） (8-1) announcement; to announce 

はっぴょうかい 発表会 (8-1) presentation 

はつめい（する） 発明（する） (2-3) invention; to invent 

はで（な） 派手（な） (3-2) bright, gaudy 

はなしあい 話しあい (3-1) talks, consultation, negotiation 

はなれる 離れる (5-3) to be apart 

ハノイ   (2-1) Ha Noi 

はばひろく 幅広く (8-1) widely 

はやいもので 早いもので (3-1) Time flies. 

はやめに 早めに (2-2) earlier, ahead of time 

バランスよく（食べる） 
バランスよく（たべ

る） 
(7-1) a well balanced (diet) 

はるかに   (4-2) far 

はるまき 春巻き (2-1) spring roll 

はんえい（する） 反映（する） (7-3) reflection; to reflect 

バングラディシュ   (6-3) Bangladesh 

はんせい（する） 反省（する） (3-3) reflection, to reflect 

パンダ   (4-2) panda 

はんにん 犯人 (5-1) criminal 

はんろん（する） 反論（する） (8-3) opposition; to object, to argue against 

 
ひ    

ビア・ガーデン   (5-2) beer garden 

ピーク   (8-3) peak 

ビートルズ   (1-2) the Beatles 

ビードロ   (2-3) vidro 

ビーフ   (7-2) beef 

ひがい 被害 (5-1) damage 

ひがいしゃ 被害者 (5-1) sufferer, victim 

ひかく（する） 比較（する） (3-2) comparison, to compare 

ひがとおる 火が通る (7-2) to be thoroughly cooked 



ひかんてき（な） 悲観的（な） (3-2) pessimistic 

ひきおこす 引き起こす (7-2) to cause, to bring about 

ビザ   (2-2) visa 

ビジネススクール   (1-1) business school 

ビジネスマン   (4-3) businessman 

ひしょ 秘書 (7-2) secretary 

ピストル   (5-1) pistol 

ひつじ 羊 (2-3) sheep 

ひっしゃ 筆者 (2-3) writer, author 

ひていけい 否定形 (3-1) negative form 

ひていてき（な） 否定的（な） (1-3) negative 

ひとあたりがいい 人当たりがいい (1-3) has a gentle manner toward others 

ひとくちに～という ひと口に～と言う (7-2) in a word 

ひとこと 一言 (6-2) one word 

ひとつもない   (1-2) not even one ... 

ひとばんじゅう 一晩中 (1-3) all night 

ひとびと 人々 (2-2) people 

ひとまえで 人前で (1-3) in public 

ひとめぼれ（する） 一目ぼれ（する） (1-1) love at first sight 

ひとりっこ 一人っ子 (6-1) one's only child 

ひとりで 一人で (1-2) alone 

ひみつしゅぎ 秘密主義 (7-3) secretive methods 

ひやけ（する） 日焼け（する） (2-2) sunburn 

ひやけどめ 日焼け止め (2-2) suntan cream 

ひょう 表 (3-1) a table 

びよういん 美容院 (5-2) beauty salon 

ひょうか（する） 評価（する） (8-1) evaluation; to evaluate 

ひょうげん（する） 表現（する） (1-1) expression; express 

ひょっとして   (1-1) possibly, perhaps, by any chance 

ピラミッド   (2-2) pyramid 

ビリビリやぶる ビリビリ破る (3-3) tear ... in pieces 

ひろがる 広がる (7-2) to spread, to expand 

ヒンドゥーきょう ヒンドゥー教 (2-1) Hinduism 

びんぼう（な） 貧乏（な） (1-2) poor 

 
ふ    

～ぶ ～部 (2-1) part 



ファッション   (3-2) fashion 

ファッション・モデル   (7-1) fashion model 

ふあん（な） 不安（な） (6-1) uneasy, worried 

フィッシュ＆チップス   (2-3) fish and chips 

フィリピン   (3-1) Philippines 

～ふう ～風 (2-1) style, type 

～ふうに ～ふうに (6-1) in the way … 

ふうふ 夫婦 (3-1) husband and wife 

フエ   (2-1) Hue 

ぶかつ 部活 (8-1) club activity 

ふきげん（な） 不機嫌（な） (1-3) displeased 

ふくし 福祉 (4-2) welfare 

ふくそう 服装 APP. clothes 

ブザー   (4-3) buzzer 

ふしあわせ（な） 不幸せ（な） (7-3) unhappy 

ふしぎ（な） 不思議（な） (5-2) weird, amazing 

ぶしょう 武将 (1-3) a general, a military commander 

ふつかよい 二日酔い (7-2) hangover 

ぶっきょう 仏教 (2-1) Buddhism 

ぶっきょうと 仏教徒 (2-1) Buddhist 

ぶっしつしゅぎ 物質主義 (3-2) materialism 

ぶつり（てきな） 物理（的な） (8-3) physics; physical 

ふと～（する）   (5-2) unintentionally 

ふとうこう 不登校 (8-3) refusal to attend school 

ふどうさんや 不動産屋 (1-1) real estate agency 

ふとじ 太字 (7-1) bold letter 

ぶぶん（てきな） 部分（的な） (1-3) part; partial 

ふまん 不満 (5-3) dissatusfaction 

ブラジル   (4-1) Brazil 

フラストレーション   (8-3) frustration 

プラネタリウム   (4-3) planetarium 

フランス   (2-1) France 

～ふりをする   (3-3) to pretend, to feign 

プリント・アウト（する）   (4-3) print out 

ふる 振る (8-2) to swing, to shake 

フレッシュ・ジュース   (8-2) flesh juice 

 


