
グレープフルーツ   (7-2) grapefruit 

くろう（する） 苦労（する） (3-1) 
hardship, suffering; to suffer, have a 

difficulty 

くわえる 加える (2-1) to add 

くわしい 詳しい (7-3) detailed 

くわしく 詳しく (1-1) in detail 

 
け    

けいえい（する） 経営（する） (1-1) management; to manage 

けいえいがく 経営学 (4-1) business administration 

けいご 敬語 (7-1) honorific language 

けいじ 刑事 (5-1) police detective 

げいじゅつ 芸術 (7-1) art 

けいたいでんわ 携帯電話 (4-3) portable telephone 

けいむしょ 刑務所 (5-3) a jail, a prison 

けいやくしょ 契約書 (8-1) written contract 

けっか 結果 (3-2) result 

けっきょく 結局 (1-2) finally, in the end 

けってん 欠点 (1-3) a fault 

けつろん 結論 (5-3) conclusion 

けむり 煙 (5-3) smoke 

けらい 家来 (1-3) a retainer, a follower 

～けん ～件 (8-3) … case(s) 

けん 県 (1-2) prefecture 

けんきゅういん 研究員 (4-3) research worker 

けんきゅうじょ 研究所 (4-3) research institute 

げんきん 現金 (5-1) cash 

けんこう（な） 健康（な） (2-2) health 

げんざい 現在 (7-3) at present 

げんじつ 現実 (6-3) reality 

けんじょうご 謙譲語 (7-2) humble verb 

けんたいかい 県大会 (8-2) prefectural tournament 

げんだいじん 現代人 (7-2) people of today 

けんちく 建築 (1-1) architecture 

げんば 現場 (5-1) the spot 

けんり 権利 (7-3) right 

げんりょう 原料 (2-3) raw materials 



 
こ    

～ご ～後 (1-2) after ..., … later 

こい 濃い (3-2) thick, dense 

ごい 語彙 (1-3) vocabulary 

こうい 行為 (7-3) action 

こういんやのごとし 光陰矢の如し (3-3) Time flies. 

こうえん 講演 (7-2) lecture 

こうか（てきな） 効果（的な） (7-2) effect; effectively 

こうがい 公害 (4-2) pollution, public nuisance 

こうかい（する） 後悔（する） (3-3) regret; to regret 

こうかいこうざ 公開講座 (7-2) open class  

こうがく 工学 (5-3) engineering 

ごうかく（する） 合格（する） (4-2) to pass 

こうかん（する） 交換（する） (8-1) exchange; to exchange 

こうき 後期 (8-1) the second semester 

こうくうだいがく 航空大学 (4-1) Aeronautical Academy 

こうげいひん 工芸品 (2-3) industrial art object 

こうこく（する） 広告（する） (1-1) advertisement; to advertise 

ごうコン 合コン (1-1) party 

こうしえん 甲子園 (8-2) Hanshin Koshien stadium 

こうそく 校則 (8-1) School regulation 

こうてい（てきな） 肯定（的な） (1-3) affirmation; affirmative 

ごうとう 強盗 (5-1) burglar, robber 

こうどう（する） 行動（する） (5-2) action; to act 

こうどけいざいせいちょうき 高度経済成長期 (1-2) period of highly economic growth 

こうないぼうりょく 校内暴力 (8-3) violence in schools 

こうはい 後輩 (5-1) junior members of a group 

こうはん 後半 (1-3) the latter half 

こうりつ 公立 (8-1) public 

こうれいかしゃかい 高齢化社会 (4-2) aging society 

こえる 超える (4-2) to exceed 

こおり 氷 (2-2) ice 

ゴールデン・ウィーク   (2-2) Golden Week 

ごかい（する） 誤解（する） (3-3) misunderstanding, to misunderstand 

ごかいをとく 誤解をとく (3-3) remove misunderstanding 

こくご 国語 (1-1) Japanese language 



こくさいか（する） 国際化（する） (8-2) internationalization; to internationalize 

こくさいしょくゆたか 国際色豊か（な） (2-3) international in character 

こくせき 国籍 (6-3) nationality 

こくち（する） 告知（する） (7-3) notice; to notify 

こくみん 国民 (2-1) citizen(s), the people 

こくみんせい 国民性 (3-2) national character 

こころがける 心掛ける (7-2) to keep ... in mind 

コショウ 胡椒 (7-2) pepper 

こじんしゅぎ 個人主義 (3-2) individualism 

こそだて 子育て (8-2) child care, nursing 

こたえる 応える (6-2) respond  

ごちそうさまでした   (1-2) Thank you for the meal. 

こっきょう 国境 (6-3) border 

ことばがつうじる 言葉が通じる (4-2) make oneself understood 

このは 木の葉 (3-1) leaves 

コミュニケーション   (3-3) communication 

こむぎこ 小麦粉 (7-2) wheat flour 

ゴロゴロする   (6-2) to idle one's time away 

ころす 殺す (1-3) to kill 

ころぶ 転ぶ (6-1) to fall down 

コントロール（する）   (5-3) control; to control 

 
さ    

さあ   (5-2) well, let me see. 

サークル   (8-1) club 

サービス（する）   (8-1) service; to give for free 

さいしん 最新 (4-3) the newest 

さいてき（な） 最適（な） (7-2) most suitable 

さいのう 才能 (4-1) talent, gift 

さいほう（する） 裁縫（する） (8-1) sewing; to sew 

ざいりょう 材料 (7-2) material(s), ingredient 

サイン（する）   (8-1) signature; to sign 

さかずき 杯 (3-3) cup, wine cup 

さこく 鎖国 (2-3) national isolation 

さしころす 刺し殺す (8-3) stab … to death 

サスペンス   (5-1) suspense 

さそう 誘う (6-1) to invite 



さっか 作家 (5-1) writer, novelist, author 

さつじん 殺人 (5-1) murder 

さっそく～（する） 早速～（する） (6-2) to lose no time in …ing 

さっと   (7-2) quickly 

さて   (1-3) by the way ..., well ... 

さばく 砂漠 (2-2) desert 

さびしがりや 寂しがり屋 (1-3) a person who gets lonely easily 

さほう 作法 (7-2) manners, etiquette 

さまざま（な） 様々（な） (4-2) various, diverse 

さむらい 侍 (1-3) samurai 

さんか（する） 参加（する） (7-2) participation; to participate 

ざんぎょう（する） 残業（する） (3-2) overtime work; to work overtime 

サングラス   (2-2) sunglasses 

さんこうにする 参考にする (4-2) refer to 

ざんこく（な） 残酷（な） (1-3) cruel 

さんしょう（する） 参照（する） (3-2) reference, refer to 

さんせい（する） 賛成（する） (2-2) agreement; to agree 

さんち 産地 (2-3) growing area 

さんぴ 賛否 (7-3) approval or disapproval 

さんぴりょうろん 賛否両論 (8-2) arguments pros and cons 

 
し    

し 詩 (8-2) poem 

しあわせ（な） 幸せ（な） (1-1) happy 

シーフード   (7-2) seafood 

ジーンズ   APP. jeans 

しえき 使役 (8-1) causative 

しえきうけみ 使役受け身 (8-2) causative-passive 

しおからい 塩辛い (7-2) salty 

しかい（しゃ） 司会（者） (7-1) chairman, master of ceremonies 

しかける 仕掛ける (5-3) have planted 

しかたがない 仕方がない (4-1) I cannot be helped. 

しかたなく～（する） 仕方なく～（する） (4-1) unwillingly 

しかも   (4-2) furthermore, in addition 

じけん 事件 (5-1) incident, affair 

じこう 時効 (5-3) prescription 

じこしょうかい（する） 自己紹介（する） (1-1) self-introduction; to introduce oneself 



じこちゅうしんてき（な） 自己中心的（な） (3-2) egocentric 

じさつ（する） 自殺（する） (8-3) suicide; to commit suicide 

じじつ 事実 (3-3) fact 

ししゃ 支社 (4-1) branch (office) 

じじょう 事情 (8-1) circumstance, condition 

じしん 自信 (5-3) self-confidence 

システムエンジニア   (1-1) system engineer 

しせつ 施設 (8-1) facilities 

しぜん 自然 (1-2) nature 

しぜんゆたか（な） 自然豊か（な） (2-3) … with an abundance of nature 

したい 死体 (5-1) dead body 

しつ 質 (8-3) quality 

じっか 実家 (1-2) one’s parents’ home 

じつげん（する） 実現（する） (4-1) realization; to realize 

じっさいに 実際（に） (2-1) actually, practically 

じっし（する） 実施（する） (7-3) practice; to carry out 

しつど 湿度 (2-1) humidity 

じっと   (1-3) patiently 

じつに 実に (5-3) really, truly 

じつは 実は (1-3) to tell the truth, actually, in fact 

じてん 事典 (5-3) encyclopedia 

してんちょう 支店長 (5-3) a head of a branch 

じどうし 自動詞 (4-3) intransitive verb 

じどうてき（に） 自動的（に） (4-3) automatically 

しない 市内 (2-3) in the city 

シナモン   (7-2) cinnamon 

じひょう 辞表 (4-1) letter of resignation 

じぶんじしん 自分自身 (1-3) oneself 

じぶんで 自分で (2-2) (do something) oneself 

しまぐに 島国 (2-3) island country 

じまん（する） 自慢（する） (1-1) to boast of, to be proud of 

しみんげきじょう 市民劇場 (2-1) citizen’s theater 

しめす 示す (7-3) to indicate 

しめる 占める (7-3) to take up, to account for 

じもと 地元 (1-1) home town, local 

ジャーナリスト   (4-1) journalist 

しやくしょ 市役所 (1-1) city office 



しゃこうてき（な） 社交的（な） (1-3) sociable 

ジャスミン（ちゃ） ジャスミン（茶） (7-2) jasmine (tea) 

シャンプー   (2-2) shampoo 

じゅうきょ 住居 (4-2) residence 

しゅうきょう 宗教 (2-1) religion 

しゅうしょく（する） 就職（する） (2-1) 
getting a job, job hunting; to get a job, to 

find employment 

じゅうたく 住宅 (4-3) residence 

しゅうだんしゅぎ 集団主義 (3-2) groupism 

しゅうちゅう（する） 集中（する） (3-1) concentrate 

しゅうにゅう 収入 (6-2) income 

しゅうまつ 週末 (1-3) weekend 

じゅうよう（な） 重要（な） (5-3) important 

じゅく 塾 (1-2) cram school 

しゅご 主語 (7-1) subject 

しゅしょう 首相 (6-2) prime minister 

しゅっしん 出身（「～の出身だ」） (3-2) hometown, place of origin 

しゅっせ（する） 出世（する） (1-3) 
success in life, promotion; to succeed in 

life, to promote 

しゅっぱん（する） 出版（する） (7-1) publication; to publish 

しゅっぱんしゃ 出版社 (1-1) publishing company 

しゅと 首都 (2-1) the capital city 

しゅふ 主婦 (1-1) housewife 

しゅるい 種類 (1-3) a kind, a sort 

じゅんじょ 順序 (7-2) order 

じゅんばん（に） 順番（に） (8-1) turn; in order 

～しょう ～賞 (7-1) prize 

しょうが 生姜 (7-2) ginger 

しょうか（する） 消化（する） (7-2) digestion; to digest 

しょうがくきん 奨学金 (4-1) scholarship 

じょうきょう 状況 (2-2) the state of affairs, conditions, situation 

しょうきょくてき（な） 消極的（な） (7-3) negative, passive 

じょうげかんけい 上下関係 (3-2) pecking order 

しょうけん 証券 (1-1) bill, bond 

しょうげん（する） 証言（する） (5-1) testimony 

しょうじき（な） 正直（な） (3-3) honesty 

しょうしゃ 商社 (4-3) trading company 



じょうたい 状態 (5-1) condition, state 

しょうちょう（する） 象徴（する） (1-2) symbol 

しょうにん 商人 (3-2) merchant 

しょうひぜい 消費税 (7-3) consumer tax 

じょうほう 情報 (8-1) information 

しょうわ 昭和 (5-3) Showa-era (1925-1989) 

ジョギング（する）   (8-1) jogging; to jog 

しょくせいかつ 食生活 (4-2) eating habits 

しょくぶんか 食文化 (2-1) dietary culture 

しょくみんち 植民地 (2-1) colony 

しょくよく 食欲 (7-1) appetite 

しょくりょう 食糧 (4-2) food, provision 

じょし 助詞 (1-1) particle 

じょゆう 女優（→俳優） (1-1) actress 

しょり（する） 処理（する） (8-1) handling; to handle, to deal 

シラバス   (8-1) syllabus 

しりあう 知りあう (1-1) to get acquainted with 

しりつ 私立 (8-3) funded with private funds 

しりょう 資料 (3-1) materials, data 

しりょく 視力 (4-1) eyesight 

しろばい 白バイ (5-3) a police motorcycle 

しんがくりつ 進学率 (8-3) 
ratio of students who go on to the next 

stage of education 

しんけいしつ（な） 神経質（な） (1-3) nervous 

しんけん（な） 真剣（な） (4-1) serious, earnest 

しんこう（する） 信仰（する） (6-3) belief, faith; believe, have faith 

しんこうしん 信仰心 (3-2) faith 

しんこく（な） 深刻（な） (4-2) serious 

しんこくか（する） 深刻化（する） (8-3) to get worse 

しんこん 新婚 (6-2) newlywed 

しんしつ 寝室 (4-3) bedroom 

しんじゃ 信者 (2-1) believer, follower 

しんじゅ 真珠 (2-1) pearl 

しんじる 信じる (5-3) to believe 

じんせい 人生 (8-2) life 

しんせい（する） 申請（する） (2-2) apply 

しんせき 親戚 (6-3) relative, kinfolk 



しんぞうほっさ 心臓発作 (7-2) heart failure 

しんたくぎんこう 信託銀行 (5-3) trust bank 

しんちょう（な） 慎重（な） (1-3) careful, cautious, deliberate 

しんとう 神道 (2-1) Shintoism 

しんぴ（てきな） 神秘（的な） (2-3) mystery; mysterious 

じんぶつ 人物 (5-1) person, character 

しんぽ（する） 進歩（する） (4-2) progress, to progress 

シンボル   (2-1) symbol 

しんり 心理 (5-3) psychology, mentality 

しんりがく 心理学 (5-3) psychology 

 
す    

す 酢 (7-2) vinegar 

ず 図 (1-2) picture, figure 

スイス   (2-3) Switzerland 

すいぞくかん 水族館 (6-2) aquarium 

スイッチ   (4-3) switch 

すいり（する） 推理（する） (5-1) reasoning, deduction 

すいろん（する） 推論（する） (5-3) inference, deduction 

すうじ 数字 (1-1) number, numeral 

すうち 数値 (7-3) the numerical value 

スープ   (2-1) soup 

スカーフ   (2-2) scarf 

スキャナー   (4-3) scanner 

スケジュール   (3-1) schedule 

すすめる 勧める (7-2) to recommend 

スター   (7-1) star 

ずつう 頭痛 (7-2) headache 

すっきりする   (7-2) to feel refreshed 

すっぱい   (7-2) sour 

すてき（な）   (1-2) fantastic 

すでに 既に (5-3) already 

ストレス   (3-1) stress 

スピーカー   (4-3) speaker 

スフィンクス   (2-2) sphinx 

すべて   (4-3) all 

スポーツジム   (8-1) sports gym 



スポーツマン   (6-1) sportsman 

スポット   (2-3) spot 

スリム（な）   (7-1) slim 

スリランカ   (2-3) Sri Lanka 

すわこ 諏訪湖 (1-2) Lake Suwa 

 
せ    

せいか 成果 (3-2) result, outcome 

せいかく 性格 (1-3) personality 

せいき 世紀 (1-3) century 

ぜいきん 税金 (4-2) tax 

せいこう（する） 成功（する） (4-1) success; to succeed 

せいじか 政治家 (1-1) politician 

せいしん（てきな） 精神（的な） (8-3) mind, spirit; mental 

せいせき 成績 (1-1) grade, record 

ぜいたく（な）   (6-1) luxurious 

せいど 制度 (8-1) system 

せいひん 製品 (4-3) products 

せいふ 政府 (8-3) government 

せいふく 制服 (8-1) uniform 

せいマリアきょうかい 聖マリア教会 (2-1) St. Mary Church 

せいり（する） 整理（する） (8-3) to tidy (up) 

せかいじゅう 世界中 (4-1) all over the world 

セキュリティー   (4-3) security 

せつぞくし 接続詞 (7-2) conjunction 

せつび 設備 (4-3) equipment 

ゼミ   (3-1) seminar 

ぜんいん 全員 (3-2) all members 

ぜんがく 全額 (8-1) the total amount 

ぜんき 前期 (8-1) the first semester 

せんぎょうしゅふ 専業主婦 (1-1) full-time housewife 

ぜんごうオープン・テニス 
全豪オープン・テニ

ス 
(2-3) Australian Open (tennis) 

ぜんこく 全国 (6-2) all over the country 

せんごくじだい 戦国時代 (1-3) the Warring State period 

センサー   (4-3) sensor 

せんじつ 先日 (7-1) the other day 



せんしゅ 選手 (7-1) player 

せんたくし 選択肢 (8-3) the choices 

ぜんはん 前半 (5-3) first half 

せんぷうき 扇風機 (3-1) electric fan 

ぜんりゃく 前略 (3-1) Dear … 

 
そ    

そうさ（する） 操作（する） (4-3) operation; to operate 

そうさ（する） 捜査（する） (5-3) investigate 

ぞうしん（する） 増進（する） (7-2) 
increase, promotion; to increase, to 

promote 

そうだなあ   (1-2) Well … 

そうなんだ   (1-2) Is that right/So? 

そうふくじ 崇福寺 (2-3) Sofukuji temple 

そこで   解答編 so ..., therefore … 

そつろん 卒論 (8-1) graduation thesis 

そのうえ その上 (4-3) moreover, in addition, besides 

そのた／そのほか その他 (5-1) and others 

そのため   (1-3) for this reason 

それぞれ   (1-1) respectively 

それで    (2-2) therefore 

それでは   (6-2) well then 

それどころか   (4-2) on the contrary 

それとも   (1-2) or 

それに   (1-3) moreover 

それもそうですね   (4-1) That’s true. 

そんけいご 尊敬語 (7-1) respectful word 

そんげんし 尊厳死 (7-3) death with dignity 

そんざいぶん 存在文 (2-1) expressions of existence 

 
た    

タイ   (2-1) Thailand 

～だい ～代 (1-3) charge 

だいいちいんしょう 第一印象 (1-1) the first impression 

だいいちはっけんしゃ 第一発見者 (5-1) the first finder 

だいがくいん 大学院 (4-2) graduate school 

 


