
グレー   (1-1) 灰色 

グレープフルーツ   (7-2) 葡萄柚 

くろう（する） 苦労（する） (3-1) 辛劳，苦劳。操心，担心 

くわえる 加える (2-1) 加，添，增加。施加，给予 

くわしい 詳しい (7-3) 详细。熟悉，精通 

くわしく 詳しく (1-1) 详细地 

 
け    

けいえい（する） 経営（する） (1-1) 经营，管理。规划，开发 

けいえいがく 経営学 (4-1) 经营学，企业管理学 

けいご 敬語 (7-1) 敬语 

けいじ 刑事 (5-1) 刑事。刑警 

げいじゅつ 芸術 (7-1) 艺术 

けいたいでんわ 携帯電話 (4-3) 手机 

けいむしょ 刑務所 (5-3) 监狱，监牢 

けいやくしょ 契約書 (8-1) 合同 

けっか 結果 (3-2) 结果 

けっきょく 結局 (1-2) 结局 

けってん 欠点 (1-3) 缺点 

けつろん 結論 (5-3) 结论 

けむり 煙 (5-3) 香烟 

けらい 家来 (1-3) 家臣，臣下。仆从 

～けん ～件 (8-3) 关于～的事。事，事件。(助数词）件

数 

けん 県 (1-2) 县 

けんきゅういん 研究員 (4-3) 研究员 

けんきゅうじょ 研究所 (4-3) 研究所 

げんきん 現金 (5-1) 现金 

けんこう（な） 健康（な） (2-2) 健康（的） 

げんざい 現在 (7-3) 现在 

げんじつ 現実 (6-3) 现实，实际，真实 

けんじょうご 謙譲語 (7-2) 谦让语，谦辞 

けんたいかい 県大会 (8-2) 县立大会 

げんだいじん 現代人 (7-2) 现代人 

けんちく 建築 (1-1) 建筑（物），修建，建造 

げんば 現場 (5-1) 现场，工地 

けんり 権利 (7-3) 权利 



げんりょう 原料 (2-3) 原料 

こ    

～ご ～後 (1-2) 后，以后 

こい 濃い (3-2) （色）深。浓。（酒）烈。（茶）酽。

（浓度）稠 

ごい 語彙 (1-3) 词汇，语汇 

こうい 行為 (7-3) 行为 

こういんやのごとし 光陰矢の如し (3-3) 光阴似箭 

こうえん 講演 (7-2) 讲演，讲话，演说，（作）报告 

こうか（てきな） 効果（的な） (7-2) 有效（的） 

こうがい 公害 (4-2) 公害 

こうかい（する） 後悔（する） (3-3) 后悔 

こうかいこうざ 公開講座 (7-2) 公开讲座 

こうがく 工学 (5-3) 工学 

ごうかく（する） 合格（する） (4-2) 合格 

こうかん（する） 交換（する） (8-1) 交换 

こうき 後期 (8-1) 后期，后半期 

こうくうだいがく 航空大学 (4-1) 航空大学 

こうげいひん 工芸品 (2-3) 工艺品 

こうこく（する） 広告（する） (1-1) 广告 

ごうコン 合コン (1-1) 男女联谊会 

こうしえん 甲子園 (8-2) 位于日本兵库县。作为日本高中棒球全

国大会而闻名 

こうそく 校則 (8-1) 校规 

こうてい（てきな） 肯定（的な） (1-3) 肯定（的） 

ごうとう 強盗 (5-1) 强盗 

こうどう（する） 行動（する） (5-2) 行动，行为 

こうどけいざいせいちょうき 高度経済成長期 (1-2) 高度经济成长期 

こうないぼうりょく 校内暴力 (8-3) 校内暴力 

こうはい 後輩 (5-1) 晚辈，后辈。后到职的同事，下班的同

学。资历浅，本事低的人 

こうはん 後半 (1-3) 后半 

こうりつ 公立 (8-1) 公立 

こうれいかしゃかい 高齢化社会 (4-2) 高龄化社会 

こえる 超える (4-2) 过，度过。超越。越过，跳过 

こおり 氷 (2-2) 冰 

ゴールデン・ウィーク   (2-2) 黄金周 



ごかい（する） 誤解（する） (3-3) 误解，误会 

ごかいをとく 誤解をとく (3-3) 消除误会 

こくご 国語 (1-1) 国语，语文 

こくさいか（する） 国際化（する） (8-2) 国际化 

こくさいしょくゆたか 国際色豊か（な） (2-3) 富有国际色彩（的） 

こくせき 国籍 (6-3) 国籍 

こくち（する） 告知（する） (7-3) 告知，通知，通报 

こくみん 国民 (2-1) 国民 

こくみんせい 国民性 (3-2) 国民性 

こころがける 心掛ける (7-2) 留心，注意，记在心里 

コショウ 胡椒 (7-2) 胡椒 

こじんしゅぎ 個人主義 (3-2) 个人主义 

こそだて 子育て (8-2) 育儿 

こたえる 応える (6-2) 反应，响应。报答。打击，影响，感应

ごちそうさまでした   (1-2) 多谢您的款待 

こっきょう 国境 (6-3) 国境，国界 

ことばがつうじる 言葉が通じる (4-2) 语言相通 

このは 木の葉 (3-1) 树叶 

コミュニケーション   (3-3) 通信。沟通，交流 

こむぎこ 小麦粉 (7-2) 面粉，白面 

ゴロゴロする   (6-2) 闲呆，无所事事 

ころす 殺す (1-3) 杀死，弄死。糟蹋，牺牲。抑制，忍住

ころぶ 転ぶ (6-1) 滚，滚转。倒下，跌倒 

コントロール（する）   (5-3) 控制，抑制，节制，支配 

 
さ    

さあ   (5-2) 表示劝诱，催促或自己下决心时发出的

声音 

サークル   (8-1) 团体，小组 

サービス（する）   (8-1) （免费）服务。售后服务。招待 

さいしん 最新 (4-3) 最新 

さいてき（な） 最適（な） (7-2) 最合适（的） 

さいのう 才能 (4-1) 才能 

さいほう（する） 裁縫（する） (8-1) 裁缝，缝纫 

ざいりょう 材料 (7-2) 材料 

サイン（する）   (8-1) 署名，签字 

さかずき 杯 (3-3) 酒杯。酒宴 



さこく 鎖国 (2-3) 锁国，闭关自守 

さしころす 刺し殺す (8-3) 刺死，扎死 

サスペンス   (5-1) 悬念，使人紧张不安，使人提心吊胆 

さそう 誘う (6-1) 邀请，劝诱。引诱，诱惑。引起，促使

さっか 作家 (5-1) 作家 

さつじん 殺人 (5-1) 杀人 

さっそく～（する） 早速～（する） (6-2) 立刻，马上，赶紧 

さっと   (7-2) （动作）迅速，飞快。（风，光）忽然，

飒然 

さて   (1-3) （副）一旦，果真。（接）那么，却说。

然后。（感）到底 

さばく 砂漠 (2-2) 沙漠 

さびしがりや 寂しがり屋 (1-3) 容易感到寂寞的人 

さほう 作法 (7-2) 礼法，礼节，礼仪，礼貌。作法 

さまざま（な） 様々（な） (4-2) 各种各样（的） 

さむらい 侍 (1-3) 武士 

さんか（する） 参加（する） (7-2) 参加 

ざんぎょう（する） 残業（する） (3-2) 加班 

サングラス   (2-2) 太阳镜 

さんこうにする 参考にする (4-2) 作为参考 

ざんこく（な） 残酷（な） (1-3) 残酷（的），残忍（的），凶狠（的）

さんしょう（する） 参照（する） (3-2) 参照，参阅，参看 

さんせい（する） 賛成（する） (2-2) 赞成 

さんち 産地 (2-3) 产地 

さんぴ 賛否 (7-3) 赞成与否 

さんぴりょうろん 賛否両論 (8-2) 赞成与反对的两种意见 

 
し    

し 詩 (8-2) 诗，诗歌 

しあわせ（な） 幸せ（な） (1-1) 幸福（的） 

シーフード   (7-2) 海产，海味，海产品 

ジーンズ   APP. 斜纹棉布。工装裤 

しえき 使役 (8-1) 役使，驱使。使令 

しえきうけみ 使役受け身 (8-2) 使令被动态 

しおからい 塩辛い (7-2) 咸 

しかい（しゃ） 司会（者） (7-1) 司仪。主席。会议主持人 

    



しかける 仕掛ける (5-3) 开始做，着手。做到中途。主动地作。

挑衅 

しかたがない 仕方がない (4-1) 没有办法 

しかたなく～（する） 仕方なく～（する） (4-1) 不得不～ 

しかも   (4-2) 而且，并且。但，却 

じけん 事件 (5-1) 事件，案件 

じこう 時効 (5-3) （法）时效 

じこしょうかい（する） 自己紹介（する） (1-1) 自我介绍 

じこちゅうしんてき（な） 自己中心的（な） (3-2) 自我中心（的） 

じさつ（する） 自殺（する） (8-3) 自杀 

じじつ 事実 (3-3) 事实 

ししゃ 支社 (4-1) 分公司，支行，支店 

じじょう 事情 (8-1) 情形，情况。内情。缘故，事由 

じしん 自信 (5-3) 自信，信心，把握 

システムエンジニア   (1-1) 情报处理专家 

しせつ 施設 (8-1) 设施，设备。孤儿院，养老院 

しぜん 自然 (1-2) 大自然，自然界。天然。自然 

しぜんゆたか（な） 自然豊か（な） (2-3) 大自然丰富（的） 

したい 死体 (5-1) 尸体 

しつ 質 (8-3) 质量，内容，实质。性质，品质，素质

じっか 実家 (1-2) 娘家，父母的家，老家 

じつげん（する） 実現（する） (4-1) 实现 

じっさいに 実際（に） (2-1) 实际上 

じっし（する） 実施（する） (7-3) 实施，施行，实行 

しつど 湿度 (2-1) 湿度 

じっと   (1-3) 一动不动，安安详详地 

じつに 実に (5-3) 实在，确实。竟，足，仅仅 

じつは 実は (1-3) 说真的，老实说，事实是，其实，原来

じてん 事典 (5-3) 字典，字汇 

してんちょう 支店長 (5-3) 支店负责人 

じどうし 自動詞 (4-3) 自动词 

じどうてき（に） 自動的（に） (4-3) 自动地 

しない 市内 (2-3) 市内 

シナモン   (7-2) 肉桂，桂皮 

じひょう 辞表 (4-1) 辞呈，辞职书 

じぶんじしん 自分自身 (1-3) 自己 

じぶんで 自分で (2-2) 自己，自个儿 



しまぐに 島国 (2-3) 岛国 

じまん（する） 自慢（する） (1-1) 自夸，自大，骄傲 

しみんげきじょう 市民劇場 (2-1) 市民剧院 

しめす 示す (7-3) 表示，呈现。指示，指明．显示，标志

しめる 占める (7-3) 占，占领，占据 

じもと 地元 (1-1) 当地，本地．自己居住的地方 

ジャーナリスト   (4-1) 记者，编辑，新闻工作者 

しやくしょ 市役所 (1-1) 市政府，市政厅 

しゃこうてき（な） 社交的（な） (1-3) 善于社交（的） 

ジャスミン（ちゃ） ジャスミン（茶） (7-2) 茉莉花（茶） 

シャンプー   (2-2) 洗法，洗头．洗发剂，香波 

じゅうきょ 住居 (4-2) 住所，住宅 

しゅうきょう 宗教 (2-1) 宗教 

しゅうしょく（する） 就職（する） (2-1) 就职，就业，找到工作 

じゅうたく 住宅 (4-3) 住宅，住房 

しゅうだんしゅぎ 集団主義 (3-2) 集团主义 

しゅうちゅう（する） 集中（する） (3-1) 集中 

しゅうにゅう 収入 (6-2) 收入，所得 

しゅうまつ 週末 (1-3) 周末 

じゅうよう（な） 重要（な） (5-3) (重要的） 

じゅく 塾 (1-2) 私塾 

しゅご 主語 (7-1) 主语 

しゅしょう 首相 (6-2) 首相，（内阁）总理大臣 

しゅっしん 出身（「～の出身だ」） (3-2) 出生在～．毕业于～ 

しゅっせ（する） 出世（する） (1-3) 成功，出息，发迹 

しゅっぱん（する） 出版（する） (7-1) 出版 

しゅっぱんしゃ 出版社 (1-1) 出版社 

しゅと 首都 (2-1) 首都 

しゅふ 主婦 (1-1) 家庭主妇 

しゅるい 種類 (1-3) 种类 

じゅんじょ 順序 (7-2) 顺序，次序．有系统地 

じゅんばん（に） 順番（に） (8-1) 顺序，次序，轮班，轮流 

～しょう ～賞 (7-1) ～奖 

しょうが 生姜 (7-2) 姜 

しょうか（する） 消化（する） (7-2) 消化 

しょうがくきん 奨学金 (4-1) 奖学金 

じょうきょう 状況 (2-2) 情况，状况 



しょうきょくてき（な） 消極的（な） (7-3) 消极（的） 

じょうげかんけい 上下関係 (3-2) 上下级关系 

しょうけん 証券 (1-1) 证券 

しょうげん（する） 証言（する） (5-1) 证言，作证 

しょうじき（な） 正直（な） (3-3) 老实（的） 

しょうしゃ 商社 (4-3) 商社，贸易行，贸易公司 

じょうたい 状態 (5-1) 状态，情况 

しょうちょう（する） 象徴（する） (1-2) 象征 

しょうにん 商人 (3-2) 商人 

しょうひぜい 消費税 (7-3) 消费税 

じょうほう 情報 (8-1) 情报，信息，消息 

しょうわ 昭和 (5-3) 昭和 

ジョギング（する）   (8-1) 跑步，慢跑 

しょくせいかつ 食生活 (4-2) 饮食生活 

しょくぶんか 食文化 (2-1) 饮食文化 

しょくみんち 植民地 (2-1) 殖民地 

しょくよく 食欲 (7-1) 食欲 

しょくりょう 食糧 (4-2) 粮食，口粮 

じょし 助詞 (1-1) 助词 

じょゆう 女優（→俳優） (1-1) 女演员 

しょり（する） 処理（する） (8-1) 处理，办理，处置 

シラバス   (8-1) 教学大纲 

しりあう 知りあう (1-1) 相识，结识，互相了解 

しりつ 私立 (8-3) 私立 

しりょう 資料 (3-1) 资料 

しりょく 視力 (4-1) 视力 

しろばい 白バイ (5-3) （日本警察管理交通，警戒用的）白色

摩托车 

しんがくりつ 進学率 (8-3) 升学率 

しんけいしつ（な） 神経質（な） (1-3) 神经质（的） 

しんけん（な） 真剣（な） (4-1) 认真（的），严肃（的） 

しんこう（する） 信仰（する） (6-3) 信仰 

しんこうしん 信仰心 (3-2) 信仰之心 

しんこく（な） 深刻（な） (4-2) 深刻（的），打动人心（的）．严肃，

重大（的） 

しんこくか（する） 深刻化（する） (8-3) 严重化，深刻化 

しんこん 新婚 (6-2) 新婚 



しんしつ 寝室 (4-3) 卧室，寝室 

しんじゃ 信者 (2-1) 教徒，信徒．崇拜者 

しんじゅ 真珠 (2-1) 珍珠 

しんじる 信じる (5-3) 相信．确信，深信．信赖．信仰 

じんせい 人生 (8-2) 人生 

しんせい（する） 申請（する） (2-2) 申请 

しんせき 親戚 (6-3) 亲戚 

しんぞうほっさ 心臓発作 (7-2) 心脏病发作 

しんたくぎんこう 信託銀行 (5-3) 信托银行 

しんちょう（な） 慎重（な） (1-3) 慎重（的），小心谨慎（的） 

しんとう 神道 (2-1) （日本）神道 

しんぴ（てきな） 神秘（的な） (2-3) 神秘（的） 

じんぶつ 人物 (5-1) 人物．人品，人格．人才 

しんぽ（する） 進歩（する） (4-2) 进步 

シンボル   (2-1) 象征．符号，记号 

しんり 心理 (5-3) 心理 

しんりがく 心理学 (5-3) 心理学 

 
す    

す 酢 (7-2) 醋 

ず 図 (1-2) 图 

スイス   (2-3) 瑞士 

すいぞくかん 水族館 (6-2) 水族馆 

スイッチ   (4-3) 开关 

すいり（する） 推理（する） (5-1) 推理 

すいろん（する） 推論（する） (5-3) 推论 

すうじ 数字 (1-1) 数字 

すうち 数値 (7-3) 数值 

スープ   (2-1) 汤 

スカーフ   (2-2) 女用围巾，披肩 

スキャナー   (4-3) 扫描设备，扫描器 

スケジュール   (3-1) 时间表，日程表，预定计划表 

すすめる 勧める (7-2) 使前进．推进，开展．提高，加快．促

进 

スター   (7-1) 星星．明星，名演员 

ずつう 頭痛 (7-2) 头痛 

すっきりする   (7-2) 痛快，舒畅，轻松．整洁，流畅，简洁



すっぱい   (7-2) 酸 

すてき（な）   (1-2) 极好，极漂亮 

すでに 既に (5-3) 早就，已经 

ストレス   (3-1) 紧张状态 

スピーカー   (4-3) 扬声器，喇叭 

スフィンクス   (2-2) 狮身人面像 

すべて   (4-3) 全部，一切．总共，共计．整个，统统

スポーツジム   (8-1) 健身房 

スポーツマン   (6-1) 运动员．爱好运动的人，体育爱好者 

スポット   (2-3) 点，黑点．地点 

スリム（な）   (7-1) 瘦长，细长．苗条 

スリランカ   (2-3) 斯里兰卡 

すわこ 諏訪湖 (1-2) 取访湖 

 
せ    

せいか 成果 (3-2) 成果，成绩，成就 

せいかく 性格 (1-3) 性格 

せいき 世紀 (1-3) 世纪 

ぜいきん 税金 (4-2) 税款 

せいこう（する） 成功（する） (4-1) 成功，胜利．功成名就 

せいじか 政治家 (1-1) 政治家 

せいしん（てきな） 精神（的な） (8-3) 精神上（的） 

せいせき 成績 (1-1) 成绩，成果 

ぜいたく（な）   (6-1) 奢侈，奢华，铺张，浪费．过分的要求，

挑剔 

せいど 制度 (8-1) 制度 

せいひん 製品 (4-3) 产品，制品，成品 

せいふ 政府 (8-3) 政府 

せいふく 制服 (8-1) 制服 

せいマリアきょうかい 聖マリア教会 (2-1) 圣玛利亚教会（堂） 

せいり（する） 整理（する） (8-3) 整理，整顿，收拾．处理，清理．裁减

せかいじゅう 世界中 (4-1) 全世界 

セキュリティー   (4-3) 安全，安全感．担保，保障．证券 

せつぞくし 接続詞 (7-2) 连词，连接词 

せつび 設備 (4-3) 设备 

ゼミ   (3-1) （大学的）研究班．研究班讨论会，专

家讨论会 



ぜんいん 全員 (3-2) 全体人员 

ぜんがく 全額 (8-1) 全额，全数 

ぜんき 前期 (8-1) 上半期．前期，上届 

せんぎょうしゅふ 専業主婦 (1-1) 专业主妇 

ぜんごうオープン・テニス 全豪オープン・テニス (2-3) 全澳洲非正式网球比赛 

ぜんこく 全国 (6-2) 全国 

せんごくじだい 戦国時代 (1-3) 战国时代 

センサー   (4-3) 传感器 

せんじつ 先日 (7-1) 前几天，前些日子，上次，那天 

せんしゅ 選手 (7-1) 选手，运动员 

せんたくし 選択肢 (8-3) 考试题中供选择的几个答案 

ぜんはん 前半 (5-3) 前一半，上一半 

せんぷうき 扇風機 (3-1) 电风扇 

ぜんりゃく 前略 (3-1) （文章的）前略．（书信的）前略（表

示省去前面的寒暄语） 

 
そ    

そうさ（する） 操作（する） (4-3) 操纵，驾驶，操作。安排，筹措 

そうさ（する） 捜査（する） (5-3) 搜查．查找，查访 

ぞうしん（する） 増進（する） (7-2) 增进，增加 

そうだなあ   (1-2) 是吗 

そうなんだ   (1-2) 是嘛,是那样呀 

そうふくじ 崇福寺 (2-3) 崇福寺 

そこで   解答編 于是,因此,所以.那么 

そつろん 卒論 (8-1) 毕业论文 

そのうえ その上 (4-3) 而且,加上.然后 

そのた／そのほか その他 (5-1) 其他,另外 

そのため   (1-3) 因此 

それぞれ   (1-1) 各,分别,各各 

それで    (2-2) 因此,因而,所以.后来 

それでは   (6-2) 那么,那么说,那就.如果那样的话 

それどころか   (4-2) 岂知如此,相反地 

それとも   (1-2) 还是,或者 

それに   (1-3) 而且,还 

それもそうですね   (4-1) 那倒也是 

そんけいご 尊敬語 (7-1) 敬语 

 


