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AP# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

1 悪 IV-1 230 わる (い) あく bad 悪い〔わるい〕is bad
悪人〔あくにん〕a bad person

2 安 II-9 76 やす (い) あん cheap, 
peaceful

安い本〔やすいほん〕a cheap book
安物〔やすもの〕cheap thing
大安売り〔おおやすうり〕big sale
安田さん〔やすだ〕さん Yasuda-san
安心〔あんしん〕するbe relieved
安全〔あんぜん〕safe
安藤さん〔あんどう〕さん Ando-san

3 暗 AP X くら (い) あん dark 暗い〔くらい〕is dark
暗室〔あんしつ〕dark room
明暗〔めいあん〕light and dark

4 以 IV-4 267 X い to the ～ of 以上〔いじょう〕more than ～
以下〔いか〕less than ～
以前〔いぜん〕before ～
以後〔いご〕after ～
以内〔いない〕within ～
以外〔いがい〕except ～
以来〔いらい〕since ～

5 意 IV-6 287 X い meaning, 
mind

意味〔いみ〕meaning
意見〔いけん〕opinion
意外〔いがい〕unexpected; surprising

6 医 IV-2 239 X い medical 医者〔いしゃ〕doctor
医学〔いがく〕medical study
医学部〔いがくぶ〕medical department

7 育 IV-2 244 そだ (つ/
てる)

いく to raise (a 
child or pet)

育つ〔そだつ〕someone grows
育てる〔そだてる〕raise someone
体育〔たいいく〕physical education
教育〔きょういく〕education

8 一 I-13 1 ひと いち one 一つ〔ひとつ〕one [general counter]
一人〔ひとり〕one person
一日〔ついたち〕first day of the month
一日〔いちにち〕one day
一月〔いちがつ〕January
一万〔いちまん〕ten thousand



AP# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

9 員 IV-1 221 X いん member 社員〔しゃいん〕company employee
会員〔かいいん〕group member
銀行員〔ぎんこういん〕banker
駅員〔えきいん〕station employee
店員〔てんいん〕store clerk

10 引 (IV-4) X ひ (く) いん to pull ドアを引く〔ひく〕pull (=open) the door
引き算〔ひきざん〕subtraction
辞書を引く〔じしょをひく〕
 look up in the dictionary
引き出し〔ひきだし〕drawer

11 飲 III-3 152 の (む) いん to drink 水を飲む〔みずをのむ〕to drink water
飲み水〔のみみず〕drinking water
飲酒運転〔 いんしゅうんてん 〕drunken 
driving
飲料水〔いんりょうすい〕drinking water

12 院 IV-2 238 X いん institute 病院〔びょういん〕hospital
大学院〔だいがくいん〕graduate school
院長〔いんちょう〕a head of a hospital

13 右 II-13 95 みぎ う/
ゆう

right (side) 右手〔みぎて〕right hand
右足〔みぎあし〕right foot
右側〔みぎがわ〕right side
左右〔さゆう〕left and right

14 雨 II-11 87 あめ う rain 大雨〔おおあめ〕heavy rain
雨天〔うてん〕rainy weather
小雨〔こさめ〕drizzle
梅雨〔つゆ〕rainy season

15 運 IV-4 271 はこ (ぶ) うん to carry. 
luck

荷物を運ぶ〔にもつをはこぶ〕to carry luggage
運転〔うんてん〕driving
運動〔うんどう〕sports; exercises
運がいい〔うんがいい〕lucky
運が悪い〔うんがわるい〕unlucky

16 映 III-6 170 うつ (す) えい to project 映画〔えいが〕movie
映画館〔えいがかん〕movie theater
上映時間〔じょうえいじかん〕running time of 
a movie
映し出す〔うつしだす〕to project
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AP# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

17 泳 AP X およ (ぐ) えい to swim 泳ぐ〔およぐ〕to swim
水泳〔すいえい〕swimming
遠泳〔えんえい〕long-distance swimming

18 英 III-4 158 X えい British, 
brave

英国〔えいこく〕England
英語〔えいご〕English
英会話〔えいかいわ〕English conversation

19 駅 III-9 210 X えき station 駅〔えき〕(railway) station
駅名〔えきめい〕station name
上野駅〔うえのえき〕Ueno Station
乗車駅〔じょうしゃえき〕boarding station

20 円 III-9 219 まる えん circle, yen 百円〔ひゃくえん〕100 yen
一万円〔いちまんえん〕10,000 yen
十万円〔じゅうまんえん〕100,000 yen
百万円〔ひゃくまんえん〕1,000,000 yen
円山公園〔まるやまこうえん〕Maruyama Park

21 園 IV-6 281 その えん garden 公園〔こうえん〕park
上野公園〔うえのこうえん〕Ueno Park
動物園〔どうぶつえん〕zoo
園長〔えんちょう〕kindergarten principal
遊園地〔ゆうえんち〕amusement park
園田〔そのだ〕さん Sonoda-san

22 遠 AP X とお (い) えん far 遠い〔とおい〕far
遠回り〔とおまわり〕detour
遠足〔えんそく〕hike; outing
遠泳〔えんえい〕long-distance swimming

23 横 (IV-1) X よこ おう side 横山〔よこやま〕さん Yokoyama-san
横浜〔よこはま〕Yokohama
横綱〔よこづな〕sumo grand champion
横断歩道〔 おうだん ほ ど う 〕 pedestrian 
crossing

24 屋 II-15 121 や おく store, roof 花屋〔はなや〕flower shop
魚屋〔さかなや〕fish market
薬屋〔くすりや〕pharmacy
屋根〔やね〕roof
屋上〔おくじょう〕rooftop
屋外〔おくがい〕outdoors
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

25 温 AP X あ た た
かい

おん warm 温かい水〔あたたかいみず〕warm water
温度〔おんど〕temperature
気温〔きおん〕temperature (atmospheric)
体温〔たいおん〕body temperature
水温〔すいおん〕water temperature

26 音 III-3 154 おと おん sound 雨の音〔あめのおと〕sound of rain
音楽〔おんがく〕music
音楽家〔おんがくか〕musician
高音〔こうおん〕high-pitched tone
雑音〔ざつおん〕static noise

27 下 II-3 27 した か/げ under 山下〔やました〕さん Yamashita-san
以下〔いか〕less than
下手〔へた〕unskillful

28 化 III-2 136 ば (ける) か to change 文化〔ぶんか〕culture
化学〔かがく〕chemistry
変化〔へんか〕する (something) changes
お化け〔おばけ〕ghost
文字化け〔もじばけ〕unintelligible characters; 
gibberish

29 何 II-3 31 なに /な
ん

か what 何時〔なんじ〕What time?
何人〔なんにん〕How many people?
何人〔なにじん〕What nationality?
何回〔なんかい〕How many times?
何日〔なんにち〕What day of the month?
何時間も〔なんじかんも〕many hours
何度も〔なんども〕many times

30 夏 III-3 147 なつ か summer 暑い夏〔あついなつ〕hot summer
夏休み〔なつやすみ〕summer vacation
真夏〔まなつ〕mid-summer
初夏〔しょか〕early summer
春夏秋冬〔 しゅんかしゅう と う 〕 spring, 
summer, autumn and winter

31 家 II-7 67 いえ か house, 
person

大きい家〔おおきいいえ〕a big house
家族〔かぞく〕family
家内〔かない〕(own) wife
家庭〔かてい〕family; household
画家〔がか〕painter (artist)
小説家〔しょうせつか〕novelist
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

32 科 AP X X か subject 科目〔かもく〕(school) subject
社会科〔しゃかいか〕social studies
科学〔かがく〕science

33 歌 III-6 172 うた か song 歌を歌う〔うたをうたう〕to sing a song
校歌〔こうか〕school song
歌手〔かしゅ〕singer

34 火 I-13 13 ひ か fire 花火〔はなび〕fireworks
火曜日〔かようび〕Tuesday
火事〔かじ〕fire, conflagration

35 花 III-2 137 はな か flower 花子〔はなこ〕さん Hanako-san
花屋〔はなや〕flower shop
花火〔はなび〕fireworks
生け花〔いけばな〕flower arrangement

36 荷 AP X に か luggage 荷物〔にもつ〕luggage; baggage
重荷〔おもに〕heavy burden

37 画 III-6 171 X が/かく picture/
stroke

映画館〔えいがかん〕movie theater
日本画〔にほんが〕Japanese painting
洋画〔ようが〕Western paintings/movie
画家〔がか〕painter (artist)
漫画〔まんが〕comic, cartoon
画数〔かくすう〕number of strokes

38 会 II-11 91 あ (う) かい to meet 会う〔あう〕to meet
教会〔きょうかい〕church
会に出る〔かいにでる〕to attend a meeting
会長〔かいちょう〕president (of a society)
会場〔かいじょう〕meeting place
司会〔しかい〕master of ceremonies

39 回 III-4 168 まわ (る) かい -time(s) 右に回す〔みぎにまわす〕to turn to the right
遠回り〔とおまわり〕detour
回り道〔まわりみち〕detour
何回〔なんかい〕How many times?
今回〔こんかい〕this time
回転寿司〔かいてんずし〕conveyor belt 
sushi
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

40 海 III-2 138 うみ かい sea/ocean
/beach

広い海〔ひろいうみ〕spacious ocean
海鳥〔うみどり〕sea bird
海の家〔うみのいえ〕beach hut
日本海〔にほんかい〕Sea of Japan
海水〔かいすい〕ocean water
海軍〔かいぐん〕navy
地中海〔ちちゅうかい〕Mediterranean Sea
海産物〔かいさんぶつ〕marine products

41 界 IV-3 254 X かい boundary 世界〔せかい〕world

42 皆 AP X み (ん)な かい everyone 皆さん〔みなさん〕everyone [polite, address 
form]]
皆〔みんな〕everyone
皆川〔みながわ〕さん Minagawa-san

43 絵 IV-6 282 え かい painting 絵を描く〔えをかく〕to paint a picture
絵文字〔えもじ〕pictograph
絵画〔かいが〕picture

44 開 III-7 193 あ (ける)/
あ (く)/
ひら (く)

かい to open 戸を開ける〔とをあける〕to open a door
戸が開く〔とがあく〕door opens 
花が開く〔はながひらく〕flowers open
開場時間〔かいじょうじかん〕opening time
開会式〔かいかいしき〕opening ceremony

45 階 (III-7) X X か い /
がい

floor 階段〔かいだん〕stairs
三階〔さんがい〕3rd floor
地下二階〔ちかにかい〕basement 2nd floor

46 外 II-3 33 そと がい/
げ

outside 家の外〔いえのそと〕outside of the house
外国語〔がいこくご〕foreign language
外国人〔がい (こく)じん〕foreigner
外出〔がいしゅつ〕する to go out
海外旅行〔かいがいりょこう〕travel abroad
外来語〔がいらいご〕foreign origin word
市外電話〔しがいでんわ〕long-distance call
外泊〔がいはく〕する to spend a night away 
from home
外食〔がいしょく〕eating out
外車〔がいしゃ〕foreign car
外見〔がいけん〕appearance
外交〔がいこう〕diplomacy
外科〔げか〕surgical department
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

47 学 II-4 38 まな (ぶ) がく to learn 学ぶ〔まなぶ〕to study/learn (in depth)
学校〔がっこう〕school
学期〔がっき〕semester
学生〔がくせい〕student (college)
学長〔がくちょう〕university president
学者〔がくしゃ〕scholar
大学院〔だいがくいん〕graduate school
工学部〔こうがくぶ〕school of engineering
言語学〔げんごがく〕linguistics
男女共学〔だんじょきょうがく〕coed
修学旅行〔しゅうがくりょこう〕excursion
学士号〔がくしごう〕bachelor's degree

48 楽 III-3 155 たの (し
い)

が く /
らく

enjoyable 楽しい〔たのしい〕enjoyable
音楽〔おんがく〕music
楽器〔がっき〕musical instrument
楽な椅子〔らくないす〕comfortable chair

49 活 IV-3 263 X かつ active, 
live

生活〔せいかつ〕living
活動〔かつどう〕activity
部活〔ぶかつ〕club activity

50 寒 IV-4 275 さむ (い) かん cold 寒い風〔さむいかぜ〕cold wind
寒冷前線〔かんれいぜんせん〕cold front

51 漢 III-1 122 X かん Chinese 漢字〔かんじ〕Chinese characters
漢方薬〔かんぽうやく〕Chinese medicine
漢和辞典〔かんわじてん〕Chinese
 character-Japanese dictionary

52 間 II-7 64 あいだ /
ま

かん interval, 
space

夏の間〔なつのあいだ〕during the summer
客間〔きゃくま〕guest room
洋間〔ようま〕Western style room
床の間〔とこのま〕alcove
上間〔うえま〕さん Uyema-san
時間〔じかん〕time
何時間〔なんじかん〕How many hours?

53 関 IV-8 324 せき かん barrier 大関〔おおぜき〕sumo wrestler of second
 highest ranking
関東〔かんとう〕Kanto area [region of eastern 
Honshu including Tokyo]
関西〔かんさい〕Kansai area [region of western 
Honshu including Osaka and Kyoto]
関係〔かんけい〕relationship
玄関〔げんかん〕entrance way; foyer
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

54 館 IV-4 279 X かん building 図書館〔としょかん〕library
体育館〔たいいくかん〕gymnasium
映画館〔えいがかん〕movie theater
美術館〔びじゅつかん〕art gallery/museum
博物館〔はくぶつかん〕museum
水族館〔すいぞくかん〕aquarium
館内〔かんない〕in the building
開館〔かいかん〕opening of a building
閉館〔へいかん〕closing of a building
館長〔かんちょう〕superintendent

55 顔 IV-7 298 かお がん face 顔を洗う〔かおをあらう〕to wash one's face
美顔〔びがん〕クリーム facial beauty cream
洗顔石鹸〔せんがんせっけん〕facial soap

56 願 (IV-1) X ねが (う) がん wish お願いします〔おねがいします〕Please. [request]

57 期 AP X X き term 学期〔がっき〕semester
秋学期〔あきがっき〕fall semester
春学期〔はるがっき〕spring semester
一学期〔いちがっき〕first semester
期末試験〔きまつしけん〕semester exam

58 機 (IV-8) X X き machine 機械〔きかい〕machine
飛行機〔ひこうき〕airplane
機長〔きちょう〕pilot
洗濯機〔せんたくき〕washing machine
機会〔きかい〕opportunity

59 帰 II-10 81 かえ (る) き to return 家に帰る〔いえにかえる〕return home
帰宅時間〔きたくじかん〕time one returns home
帰国子女〔きこくしじょ〕child who has returned 
to his/her own country

60 気 II-11 90 X き spirit 元気〔げんき〕healthy
天気〔てんき〕weather
天気予報〔てんきよほう〕weather forecast
気温〔きおん〕temperature
気分〔きぶん〕がいい to feel good; to be in good 
spirits
合気道〔あいきどう〕aikido
空気〔くうき〕air
電気〔でんき〕electricity
人気〔にんき〕がある is popular
気持ちが悪い〔きもちがわるい〕to feel sick
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

61 記 AP X X き to mark 日記〔にっき〕diary
伝記〔でんき〕biography
記号〔きごう〕symbol
記事〔きじ〕article, news story
記録〔きろく〕record; archive

62 起 III-6 181 おき (る) き to wake up 起きる〔おきる〕to wake up
早寝早起き〔はやねはやおき〕sleep early, 
get up early
起立〔きりつ〕Stand.
起床時間〔きしょうじかん〕rising time

63 休 II-15 115 やす (む) きゅう to rest 夏休み〔なつやすみ〕summer vacation
冬休み〔ふゆやすみ〕winter vacation
春休み〔はるやすみ〕spring vacation
休み時間〔やすみじかん〕recess
休日〔きゅうじつ〕day off
定休日〔ていきゅうび〕regular day off

64 急 (IV-4) X いそ (ぐ) きゅう to hurry 急がば回れ〔いそがばまわれ〕less haste, 
more speed
急行〔きゅうこう〕express
特急〔とっきゅう〕limited express
急用〔きゅうよう〕urgent business
救急車〔きゅうきゅうしゃ〕ambulance

65 泣 IV-4 276 な (く) きゅう to cry 泣く〔なく〕to cry
泣き虫〔なきむし〕crybaby
号泣〔ごうきゅう〕する to cry aloud

66 究 AP X X きゅう to investigate 研究〔けんきゅう〕research

67 牛 II-10 78 うし ぎゅう cow 子牛〔こうし〕baby cow
牛の肉〔うしのにく〕cow meat
牛肉〔ぎゅうにく〕beef
牛乳〔ぎゅうにゅう〕milk (cow's)
和牛〔わぎゅう〕Japanese beef steer
神戸牛〔こうべぎゅう〕Kobe beef
牛丼〔ぎゅうどん〕beef donburi

68 去 III-1 131 さ (る) きょ to leave 去年〔きょねん〕last year
過去〔かこ〕the past
死去〔しきょ〕death
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

69 魚 II-14 107 さかな ぎょ fish 魚料理〔さかなりょうり〕fish cooking
魚屋〔さかなや〕fish store
魚釣り〔さかなつり〕fishing
人魚〔にんぎょ〕mermaid
金魚〔きんぎょ〕goldfish

70 京 III-9 209 X きょう capital 東京〔とうきょう〕Tokyo
京都〔きょうと〕Kyoto
京子〔きょうこ〕さん Kyoko-san

71 強 III-4 167 つよ (い) きょう strong 強い力〔つよいちから〕strong power
勉強〔べんきょう〕study
強風〔きょうふう〕strong wind
強力〔きょうりょく〕なチーム  strong 
team

72 教 III-2 140 おし (える) きょう to teach 教える〔おしえる〕to teach
教室〔きょうしつ〕classroom
教科書〔きょうかしょ〕textbook
教育〔きょういく〕education
教師〔きょうし〕teacher
教授〔きょうじゅ〕professor

73 橋 (III-9) X はし きょう bridge 橋を渡る〔はしをわたる〕to cross the 
bridge
橋本〔はしもと〕さん Hashimoto-san
日本橋〔にほんばし〕Nihonbashi
歩道橋〔ほどうきょう〕pedestrian bridge

74 業 IV-1 228 X ぎょう work, 
business

卒業〔そつぎょう〕graduation
授業〔じゅぎょう〕class
工業〔こうぎょう〕(manufacturing)
 industry
商業〔しょうぎょう〕business
開業〔かいぎょう〕opening of business

75 局 AP X X きょく office 郵便局〔ゆうびんきょく〕post office
放送局〔 ほう そうきょく 〕broadcast 
station
薬局〔やっきょく〕pharmacy; drugstore

76 近 II-13 103 ちか (い) きん/
こん

near 近い店〔ちかいみせ〕nearby shop
国近〔くにちか〕さん Kunichika-san
近藤〔こんどう〕さん Kondo-san
近所〔きんじょ〕neighborhood

77 金 I-15 16 かね きん gold/money お金〔おかね〕money
金曜日〔きんようび〕Friday
貯金する〔ちょきんする〕to save money
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

78 九 I-14 9 ここの きゅう/
く

nine 九つ〔ここのつ〕nine (general counter)
九日〔ここのか〕the 9th day of the month; 
9 days
九人〔きゅうにん〕nine people
九月〔くがつ〕September

79 空 IV-4 273 そら/
から/
あ (き)

くう sky 青空〔あおぞら〕blue sky
空気〔くうき〕air
空港〔くうこう〕airport
日本航空〔にほんこうくう〕Japan Air Lines
航空会社〔こうくうがいしゃ〕airline
 company
空手〔からて〕karate
空き缶〔あきかん〕empty can

80 係 AP X かか (り) けい in charge 係りの人〔かかりのひと〕a person in 
charge
関係〔かんけい〕relationship

81 兄 III-1 126 あに / に
い

けい/きょ
う

older 
brother

兄〔あに〕(own) older brother
お兄さん〔おにいさん〕older brother
父兄会〔ふけいかい〕PTA
兄弟〔きょうだい〕siblings

82 形 AP X かたち けい shape 色と形〔いろとかたち〕color and shape
三角形〔さんかくけい〕triangle

83 経 AP X X けい to pass
through

経済〔けいざい〕economics
経営〔けいえい〕management
経営者〔けいえいしゃ〕manager

84 計 AP X はか (る) けい to measure 計算〔けいさん〕するto calculate
計画〔けいかく〕a plan
時計〔とけい〕clock

85 決 IV-9 339 き (める) けつ to decide 決める〔きめる〕to decide 
決まる〔きまる〕to be decided
決心する〔けっしんする〕to decide
解決する〔かいけつする〕to solve

86 結 (IV-2) X むす (ぶ) けつ to tie 結婚〔けっこん〕marriage
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

87 月 I-15 11 つき げつ/がつ moon, 
month

月が出ている〔つきがでている〕The 
moon is out.
お月見〔おつきみ〕moon viewing
三日月〔みかづき〕crescent moon
九月〔くがつ〕September
三カ月〔さんかげつ〕three months
満月〔まんげつ〕full moon
月末〔げつまつ〕end of the month
月謝〔げっしゃ〕monthly tuition fee

88 犬 II-15 119 いぬ けん dog 小さい犬〔ちいさいいぬ〕a small dog
秋田犬〔あきたけん〕Akita dog (breed)

89 見 II-4 40 み (る) けん to see/        
look/watch

見つける〔みつける〕to find
お 花見〔 おはなみ 〕cherry blossom 
viewing
見物〔けんぶつ〕sightseeing
見学〔けんがく〕study by observation
意見〔いけん〕opinion

90 験 (III-1) X X けん testing 試験〔しけん〕exam
経験〔けいけん〕experience
体験〔たいけん〕personal experience
実験〔じっけん〕experiment

91 元 III-3 151 もと げん/がん original 元気〔げんき〕healthy
元旦〔がんたん〕the first day of the year

92 現 AP X X げん to appear 表現〔ひょうげん〕expression
現実〔げんじつ〕reality
現在〔げんざい〕present, nowadays
現代〔げんだい〕modern

93 言 II-7 60 い (う) げん to say 言う〔いう〕to say
言語〔げんご〕language
言語学〔げんごがく〕linguistics
方言〔ほうげん〕dialect

94 個 AP X X こ individual 一個〔いっこ〕one (general counter)
個人 の 問題〔 こじん の も ん だ い 〕
personal problem
個人〔こじん〕タクシー privately owned 
taxi

95 古 II-14 110 ふる (い) こ old 古い本〔ふるいほん〕an old book
古本屋〔ふるほんや〕second hand
 bookstore
古新聞〔ふるしんぶん〕old newspaper
中古車〔ちゅうこしゃ〕second hand car
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

96 五 I-13 5 いつ (つ) ご five 五日〔いつか〕the 5th day of the month; 
five days
五つ〔いつつ〕five (general counter)
五月〔ごがつ〕May
五分の一〔ごぶんのいち〕1/5

97 午 III-2 143 X ご noon 午前〔ごぜん〕a.m.
午後〔ごご〕p.m.
正午〔しょうご〕noon

98 後 III-2 142 うし (ろ )/
あと

ご after 後で〔あとで〕later
車の後ろ〔くるまのうしろ〕behind the car
午後〔ごご〕p.m.
前後〔ぜんご〕front and back

99 語 II-7 61 かた (る) ご to talk 物語〔ものがたり〕story
日本語〔にほんご〕Japanese language
外国語〔がいこくご〕foreign language
語学〔ごがく〕language study
言語学〔げんごがく〕linguistics

100 公 III-2 134 おおや (け) こう public 公立〔こうりつ〕public (institution)
公園〔こうえん〕park
ハチ公〔ハチこう〕Hachiko (a statue of a 
dog)
公害〔こうがい〕pollution
公衆便所〔こうしゅうべんじょ〕public 
toilet

101 口 II-2 18 くち/ぐち こう mouth 大きい口〔おおきいくち〕a big mouth
入口〔いりぐち〕entrance
出口〔でぐち〕exit
改札口〔かいさつぐち〕ticket gate
人口〔じんこう〕population

102 向 AP X む (く/かう
)

こう to face 向井〔むかい〕さん Mukai-san
向こう〔むこう〕other side; beyond
向かい〔むかい〕other side (of)
若者向け〔わかものむけ〕for young people

103 好 II-6 57 す (き )/よ
し

こう like 好きな本〔すきなほん〕a shirt (I) like
大好き〔だいすき〕like very much
三好〔みよし〕さん Miyoshi-san
好子〔よしこ〕さん Yoshiko-san
好物〔こうぶつ〕favorite food
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

104 工 AP X X こう industrial 工業〔こうぎょう〕(manufacturing) industry
工 学 部 〔 こ う が く ぶ 〕 department of 
technology/engineering
工芸品〔こうげいひん〕handicraft
工場〔こうじょう〕factory
工事中〔こうじちゅう〕under construction

105 広 III-7 189 ひろ (い) こう wide 広い庭〔ひろいにわ〕a spacious garden
広島〔ひろしま〕Hiroshima
広本〔ひろもと〕さん Hiromoto-san
広大〔こうだい〕なキャンパス huge campus

106 校 II-4 39 X こう school 学校〔がっこう〕school
小学校〔しょうがっこう〕elementary school
中学校〔ちゅうがっこう〕middle school
高校〔こうこう〕high school
校長先生〔こうちょうせんせい〕principal
校歌〔こうか〕school song

107 港 IV-8 315 みなと こう harbor 港の船〔みなとのふね〕a boat in the harbor
港町〔みなとまち〕harbor town
空港〔くうこう〕airport
成田空港〔なりたくうこう〕Narita Airport
関西空港〔かんさいくうこう〕Kansai Airport

108 考 IV-7 303 かんが (える) こう to think いい考え〔かんがえ〕a good idea
参考書〔さんこうしょ〕reference book

109 行 II-4 34 い/ゆ (く) こう/
ぎょう

to go 海へ行く〔うみへいく〕go to the beach
急行〔きゅうこう〕express (train)
東京行き〔とうきょうゆき〕bound for Tokyo
親孝行〔おやこうこう〕filial piety
年中行事〔ねんちゅうぎょうじ〕annual event

110 降 IV-2 245 ふ (る)/
お (りる)

こう to fall/get 
off

雨が降る〔あめがふる〕It rains.
電車を降りる〔でんしゃをおりる〕get off the 
train
降り口〔おりぐち〕an exit (from the train)
降水量〔こうすいりょう〕precipitation

111 高 II-9 77 たか (い) こう tall/
expensiv
e

背が高い〔せがたかい〕tall (height)
高田〔たかた〕さん Takata-san
高校〔こうこう〕high school
女子高校〔じょしこうこう〕girl's high school
男子校〔だんしこう〕boy's school
高校生〔こうこうせい〕high school student
最高〔さいこう〕supreme
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

112 号 (IV-8) X X ごう # ロボット第一号〔だいいちごう〕Robot No. 1
ひかり５６号〔ごじゅうろくごう〕Hikari No. 6 
[shinkansen]
６号車〔ろくごうしゃ〕Car No. 6
号外〔ごうがい〕newspaper extra
信号〔しんごう〕traffic light

113 合 IV-3 259 あ (う) ごう to match 待合所〔まちあいしょ〕waiting area
話し合い〔はなしあい〕discussion/conference
合格〔ごうかく〕passing an exam

114 国 II-9 75 くに こく country 美しい国〔うつくしいくに〕a beautiful country
国々〔くにぐに〕countries
中国〔ちゅうごく〕China
韓国〔かんこく〕Korea
外国〔がいこく〕foreign country
国内〔こくない〕domestic
全国大会〔ぜんこくたいかい〕national athletic 
meet
四国〔しこく〕Shikoku island
国語〔こくご〕national language

115 黒 III-6 175 くろ こく black 黒い犬〔くろいいぬ〕a black dog
黒猫〔くろねこ〕a black cat
黒字〔くろじ〕in the black (balanced budget)
目黒〔めぐろ〕(city in Tokyo)
黒人〔こくじん〕black person

116 今 II-2 22 いま こん now 今、何時？〔いまなんじ〕What time is it now?
今井〔いまい〕さん Imai-san
今川〔いまがわ〕さん Imagawa-san
今日〔きょう〕today
今週〔こんしゅう〕this week
今月〔こんげつ〕this month
今年〔ことし〕this year
今朝〔けさ〕this morning

117 困 IV-2 246 こま (る) こん to be 
troubled

困っている〔こまっている〕troubled
困難〔こんなん〕difficulty
貧困〔ひんこん〕poverty

118 婚 (IV-2) X X こん marriage 結婚〔けっこん〕marriage
婚約〔こんやく〕engagement
新婚旅行〔しんこんりょこう〕honeymoon
離婚〔りこん〕divorce
再婚〔さいこん〕する to marry again
初婚〔しょこん〕first marriage
晩婚〔ばんこん〕late marriage
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

119 左 II-13 96 ひだり さ left 左目〔ひだりめ〕left eye
左手〔ひだりて〕left hand
左側〔ひだりがわ〕left side
左利き〔ひだりきき〕left-hander
左右〔さゆう〕left and right

120 最 IV-6 288 もっと (も) さい most 最も安い〔もっともやすい〕cheapest
最高〔さいこう〕highest, the most
最近〔さいきん〕recent
最長〔さいちょう〕longest
最小〔さいしょう〕smallest
最大〔さいだい〕biggest
最古〔さいこ〕oldest
最新〔さいしん〕newest
最前線〔さいぜんせん〕foremost line

121 歳 (IV-1) X とし さい/
せい

age; 
-years old

百歳〔ひゃくさい〕hundred years old
何歳〔なんさい〕how old?
御歳暮〔おせいぼ〕year-end present

122 祭 AP X まつり さい festival 桜祭り〔さくらまつり〕Cherry Blossom 
Festival
祭日〔さいじつ〕national holiday
文化祭〔ぶんかさい〕cultural festival
学園祭〔がくえんさい〕school festival

123 際 AP X きわ さい edge 山際〔やまぎわ〕さん Yamagiwa-san
国際〔こくさい〕international
国際空港〔こくさいくうこう〕international 
airport
国際問題〔こくさいもんだい〕international 
problem

124 作 II-14 105 つく (る) さく to make 作る〔つくる〕to make
作り方〔つくりかた〕how to make
作文〔さくぶん〕composition
作家〔さっか〕novelist
作詞〔さくし〕lyrics
作曲〔さっきょく〕musical composition
作品〔さくひん〕work, production
作田〔さくだ〕さん Sakuda-san
作物〔さくもつ〕crops

125 昨 (III-1) X X さく last 
preceding

昨日〔きのう／さくじつ〕yesterday
昨年〔さくねん〕last year
昨夜〔さくや〕last night
昨今〔さっこん〕nowadays 
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

126 雑 AP X X ざつ miscella
neous

雑誌〔ざっし〕magazine
複雑〔ふくざつ〕complicated
雑音〔ざつおん〕noise
雑学〔ざつがく〕miscellaneous knowledge

127 三 I-13 3 み (っつ) さん three 三つ〔みっつ〕three (general counter)
三人〔さんにん〕three people
三日〔みっか〕the 3rd day of the month, 
three days
三日月〔みかづき〕crescent moon
三月〔さんがつ〕March
三カ月〔さんかげつ〕three months
三年〔さんねん〕three years
三万円〔さんまんえん〕thirty thousand yen

128 山 II-5 44 やま さん mountain 山本〔やまもと〕さん Yamamoto-san
富士山〔ふじやま/ふじさん〕Mt. Fuji
山々〔やまやま〕mountains
山登り〔やまのぼり〕mountain climbing

129 残 AP X のこ (す/り) ざん to leave 残り物〔のこりもの〕leftovers
残念〔ざんねん〕disappointing
残業〔ざんぎょう〕overtime work
残暑〔ざんしょ〕lingering summer heat

130 仕 III-1 133 つか (える) し to serve 仕事〔しごと〕job
運転の仕方〔うんてんのしかた〕how to 
drive
仕方〔しかた〕がない it cannot be helped
仕上げる〔しあげる〕to complete

131 使 III-4 165 つか (う) し to use 使う〔つかう〕to use
使用料〔しようりょう〕rent; hire
大使〔たいし〕ambassador
大使館〔たいしかん〕embassy

132 四 I-13 4 よ (っつ) し four 四つ〔よっつ〕four (general counter)
四人〔よにん〕four people
四日〔よっか〕the 4th day of the month; four 
days
四月〔しがつ〕April
四季〔しき〕four seasons

133 始 III-4 163 はじ (め/ま
る)

し to begin 始まる〔はじまる〕(something) begins
始める〔はじめる〕begin (something)
始業式〔しぎょうしき〕opening ceremony 
(of the school term)
開始〔かいし〕する to start
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

134 姉 III-1 124 あね/ねえ し older sister お姉さん〔おねえさん〕older sister
上の姉〔うえのあね〕elder of 2 older sisters
下の姉〔したのあね〕younger of 2 older 
sister
姉妹〔しまい〕sisters

135 子 II-4 36 こ し child 子供〔こども〕child(ren)
花子〔はなこ〕さん Hanako-san
女子〔じょし〕girl
男子〔だんし〕boy
電子〔でんし〕レンジ microwave oven
子孫〔しそん〕descendants

136 市 IV-4 266 いち し city 魚市場〔さかないちば〕fish market
京都市〔きょうとし〕Kyoto city
市長〔しちょう〕mayor
市内〔しない〕(within a) city
市外電話〔しがいでんわ〕long-distance call
市川〔いちかわ〕さん Ichikawa-san

137 思 II-15 114 おも (う) し to think 思い出〔おもいで〕memory 
思い出す〔おもいだす〕to recall, remember
思考力〔しこうりょく〕ability to think

138 指 AP X ゆび し finger 指輪〔ゆびわ〕ring
親指〔おやゆび〕thumb
中指〔なかゆび〕middle finger
薬指〔くすりゆび〕ring finger
小指〔こゆび〕little finger
指定席〔していせき〕reserved seat
指圧〔しあつ〕finger pressure massage

139 止 IV-3 260 と (まる /め
る)

し to stop 止まれ！〔とまれ〕Stop!
中止〔ちゅうし〕する to cancel
通行止め〔つうこうどめ〕No thoroughfare.

140 私 II-2 24 わたし し I/private 私の本〔わたしのほん〕my book
私立〔 し りつ ／ わたくしりつ 〕 private 
(establishment)

141 紙 III-3 157 かみ し paper 手紙〔てがみ〕letter
折り紙〔おりがみ〕origami (paper folding)
色紙〔いろがみ〕colored paper
色紙〔しきし〕square drawing paper
新聞紙〔しんぶんし〕newsprint (paper)

142 試 (III-1) X ため (す) し to try 試合〔しあい〕game (sports)
試験〔しけん〕exam

19



AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

143 事 II-10 86 こと/ごと し/じ matter どんな事〔こと〕what kind of matter?
仕事〔しごと〕job
工事中〔こうじちゅう〕under construction
事務所〔じむしょ〕office
年中行事〔ねんじゅうぎょうじ〕annual event
州知事〔しゅうちじ〕governor

144 字 III-1 123 X じ character 字を書く〔じをかく〕to write characters
きれいな字〔じ〕beautiful hand writing
漢字〔かんじ〕Chinese character
字画〔じかく〕number of strokes in character
数字〔すうじ〕numeral

145 寺 II-7 62 てら/でら じ temple お寺〔てら〕temple
寺田〔てらだ〕さん Terada-san
本願寺〔ほんがんじ〕Hongwanji Temple

146 持 II-10 83 も (つ) じ to hold 持ち物〔もちもの〕one's property
お持ち帰り〔おもちかえり〕takeout (food)

147 時 II-7 63 とき/
と

じ time その時〔とき〕at that time
時々〔ときどき〕sometimes
時計〔とけい〕clock; watch
九時〔くじ〕nine o'clock
時間〔じかん〕time
時差〔じさ〕time difference

148 次 IV-3 256 つぎ じ next 次の日〔つぎのひ〕next day
次郎〔じろう〕さん

149 治 AP X なお (る) じ to treat 治る〔なおる〕to be cured
政治〔せいじ〕politics

150 自 II-15 118 X じ self 自分〔じぶん〕oneself
自信〔じしん〕confidence
自動車〔じどうしゃ〕car
自転車〔じてんしゃ〕bicycle
自動改札口〔じどうかいさつぐち〕ticket gate
自動販売機〔じどうはんばいき〕vending 
machine

151 辞 (III-4) X X じ word 辞書を引く〔じしょをひく〕to look up a word 
in a dictionary
辞職〔じしょく〕する to resign
祝辞〔しゅくじ〕congratulatory address
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

152 式 AP X X しき ceremony 卒業式〔そつぎょうしき〕graduation ceremony
始業式〔しぎょうしき〕opening ceremony (of a 
school term)
結婚式場〔けっこんしきじょう〕wedding 
ceremony hall
式服〔しきふく〕ceremonial dress
お葬式〔そうしき〕funeral
開会式〔かいかいしき〕opening ceremony (of a 
meeting)
終了式〔しゅうりょうしき〕closing ceremony 
(of a meeting)

153 七 I-14 7 なな しち seven 七つ〔ななつ〕seven (general counter)
七日〔なのか〕the 7th day of the month; seven 
days
七月〔しちがつ〕July
七味〔しちみ〕seven spice mixture
七夕〔たなばた〕Star Festival (July 7th)

154 失 AP X うしな (う) しつ to lose 子供を失う〔こどもをうしなう〕to lose a child
失業〔しつぎょう〕unemployment
失業者〔しつぎょうしゃ〕unemployed person
失望〔しつぼう〕するto be disappointed
失明〔しつめい〕するto lose eyesight

155 室 III-2 141 X しつ room 教室〔きょうしつ〕classroom
図書室〔としょしつ〕library room
茶室〔ちゃしつ〕tea room

156 実 AP X み じつ truth 実は〔じつは〕as a matter of fact, by the way
現実〔げんじつ〕reality
事実〔じじつ〕fact, truth
実話〔じつわ〕true story
実力〔じつりょく〕true ability
木の実〔このみ〕nut

157 写 (IV-1) X うつ (す) しゃ to copy 写真〔しゃしん〕photo
写生〔しゃせい〕する to sketch
複写〔ふくしゃ〕する to copy

158 社 IV-1 220 X しゃ/
じゃ

company 社会〔しゃかい〕society
社長〔しゃちょう〕company president
社員〔しゃいん〕company employee
会社〔かいしゃ〕company
神社〔じんじゃ〕shrine
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AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

159 者 IV-2 240 もの しゃ/
じゃ

person 怠け者〔なまけもの〕lazy person
若者〔わかもの〕young person
学者〔がくしゃ〕scholar
医者〔いしゃ〕doctor
患者〔かんじゃ〕patient

160 車 II-4 37 くるま しゃ car 車に乗る〔くるまにのる〕to ride a car
電車〔でんしゃ〕electric car
自動車〔じどうしゃ〕automobile
中古車〔ちゅうこしゃ〕used car
新車〔しんしゃ〕new car
外車〔がいしゃ〕foreign car
空車〔くうしゃ〕empty car
車内〔しゃない〕inside a carriage
駐車場〔ちゅうしゃじょう〕parking lot

161 若 IV-9 335 わか (い) じゃく young 若者〔わかもの〕young person
若さ〔わかさ〕youth

162 主 III-7 191 おも しゅ main 主に〔おもに〕mainly
主人〔しゅじん〕(own) husband; master
主食〔しゅしょく〕staple (main) food
主役〔しゅやく〕main character

163 取 IV-1 226 と (る) しゅ to take 日本語を取る〔にほんごをとる〕take Japanese
取引〔とりひき〕business; dealings

164 手 II-6 52 て しゅ hand/
person

右手〔みぎて〕right hand
左手〔ひだりて〕left hand
手前〔てまえ〕this side (of)
勝手〔かって〕selfish; arbitrary
上手〔じょうず〕skillful
下手〔へた〕unskillful
選手〔せんしゅ〕(sports) player; athlete
運転手〔うんてんしゅ〕driver
歌手〔かしゅ〕singer
手話〔しゅわ〕sign language
拍手〔はくしゅ〕する to applaud; to clap (for)
握手〔あくしゅ〕する to shake hands

165 酒 AP X さけ しゅ alcohol 酒を飲む〔さけをのむ〕to drink alcohol
日本酒〔にほんしゅ〕Japanese rice wine
洋酒〔ようしゅ〕Western liquor
ぶどう酒〔ぶどうしゅ〕wine
飲酒運転〔いんしゅうんてん〕drunken driving
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166 受 IV-9 326 う (ける) じゅ to receive 試験を受ける〔しけんをうける〕to take an exam
受け取る〔うけとる〕to receive
受験〔じゅけん〕する to take an entrance exam
受験地獄〔じゅけんじごく〕examination hell

167 授 AP X さず ( か
る)

じゅ to receive 子供を授かる〔こどもをさずかる〕to be gifted 
with a child
授業〔じゅぎょう〕class
授業料〔じゅぎょうりょう〕tuition
教授〔きょうじゅ〕professor
助教授〔じょきょうじゅ〕associate professor

168 州 IV-3 253 X しゅう state 本州〔ほんしゅう〕main island of Japan
九州〔きゅうしゅう〕Kyuushuu Island
州知事〔しゅうちじ〕governor
州立大学〔しゅうりつだいがく〕state university

169 秋 III-3 148 あき しゅう autumn 秋学期〔あきがっき〕fall semester
秋風〔あきかぜ〕autumn breeze
晩秋〔ばんしゅう〕late fall
秋山〔あきやま〕さん Akiyama-san
秋分の日〔しゅうぶんのひ〕Autumnal Equinox 
Day (holiday-Sept. 23 or 24)

170 終 III-4 164 お (わる) しゅう to end 終わる〔おわる〕(something) ends
終了式〔しゅうりょうしき〕closing ceremony
終電〔しゅうでん〕last train

171 習 IV-6 290 なら (う) しゅう to learn 習う〔ならう〕to learn
習い事〔ならいごと〕lesson; practice
学習〔がくしゅう〕learning
練習〔れんしゅう〕practice
習字〔しゅうじ〕calligraphy

172 週 III-4 169 X しゅう week 今週〔こんしゅう〕this week
来週〔らいしゅう〕next week
先週〔せんしゅう〕last week
毎週〔まいしゅう〕every week
週末〔しゅうまつ〕weekend
一週間〔いっしゅうかん〕one week

173 集 IV-9 338 あつ ( ま
る/める)

しゅう to gather/ 
collect

集める〔あつめる〕to collect (something)
集まる〔あつまる〕(something/someone) gathers
集会〔しゅうかい〕meeting
集合時間〔しゅうごうじかん〕meeting time
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174 住 III-7 192 す (む) じゅう to live 住む〔すむ〕to reside
住所〔じゅうしょ〕address
住人〔じゅうにん〕resident
住田〔すみだ〕さん Sumida-san
三井住友銀行〔みついすみともぎんこう〕
Mitsui-Sumitomo Bank

175 十 I-14 10 とお じゅう ten 十日〔とおか〕the 10th of the month; ten days
二十日〔はつか〕the 20th of the month
十人十色〔じゅうにんといろ〕Ten people, ten 
colors.
十万円〔じゅうまん〕hundred thousand yen
十分〔じゅうぶん〕enough

176 重 III-8 206 おも (い) じゅう heavy 重い〔おもい〕heavy
体重〔たいじゅう〕(body) weight

177 宿 (III-1) X やど しゅく inn 宿題〔しゅくだい〕homework
原宿〔はらじゅく〕Harajuku
新宿〔しんじゅく〕Shinjuku
宿屋〔やどや〕inn
宿泊〔しゅくはく〕するto take lodging (at); to 
stay over (at)

178 出 II-5 45 で (る)/
だ (す)

しゅつ to go out 家を出る〔いえをでる〕to leave home
出口〔でぐち〕exit
日の出〔ひので〕sunrise
宿題を出す〔しゅくだいをだす〕turn in 
homework
出来る〔できる〕can do
出発〔しゅっぱつ〕するto depart
外出〔がいしゅつ〕going out
出身〔しゅっしん〕place of origin
出席〔しゅっせき〕attendance
出世〔しゅっせ〕promotion; successful career

179 術 AP X X じゅつ art 美術〔びじゅつ〕fine arts
芸術〔げいじゅつ〕art
手術〔しゅじゅつ〕surgery
忍術〔にんじゅつ〕fighting art of the ninja

180 春 III-3 146 はる しゅん spring 春の花〔はるのはな〕spring flower
春分の日〔しゅんぶんのひ〕Vernal Equinox 
Day (holiday-March 20 or 21)
青春〔せいしゅん〕youth
思春期〔ししゅんき〕adolescence
春夏秋冬〔しゅんかしゅうとう〕spring, 
summer, autumn and winter
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181 初 AP X はじ (め) しょ beginning 最初〔さいしょ〕beginning; first
初日〔しょにち〕the first day
初〔はじ〕めまして　How do you do?
初夏〔しょか〕early summer

182 所 II-13 102 ところ しょ place どんな所〔ところ〕What kind of place?
田所〔たどころ〕さん Tadokoro-san
台所〔だいどころ〕kitchen
場所〔ばしょ〕place
住所〔じゅうしょ〕address

183 暑 IV-4 274 あつ (い) しょ hot 暑い夏〔あついなつ〕hot summer
暑中見舞い〔しょちゅうみまい〕summer 
greeting card
残暑〔ざんしょ〕lingering summer heat

184 書 II-5 51 か (く) しょ to write 書く〔かく〕to write
辞書〔じしょ〕dictionary
参考書〔さんこうしょ〕reference book
書道〔しょどう〕calligraphy

185 女 II-6 56 おんな じょ female 女の人〔おんなのひと〕woman
女子〔じょし〕girl
女性〔じょせい〕female
男女共学〔だんじょきょうがく〕coed
彼女〔かのじょ〕she, her

186 商 AP X あきな (い) しょう commerci
al

商業〔しょうぎょう〕commerce
商売〔しょうばい〕business
商品〔しょうひん〕goods
商品券〔しょうひんけん〕gift certificate

187 小 II-3 29 ちい (さい) しょう small 小さい〔ちいさい〕small
小学校〔しょうがっこう〕elementary school
小学生〔しょうがくせい〕elementary student
小人〔こども〕child

188 少 II-14 109 すく (ない)/
すこ (し)

しょう few 少ない〔すくない〕few
少し〔すこし〕a little
少々〔しょうしょう〕just a minute
少年〔しょうねん〕juvenile
少女〔しょうじょ〕little girl
少人数〔しょうにんずう〕small group (of 
people)
多少〔たしょう〕more or less

189 笑 IV-4 277 わら (う) しょう to smile/
laugh

笑う〔わらう〕to smile, laugh
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190 上 II-3 26 あが (る)/
うえ/
かみ

じょう top 上がる〔あがる〕to go up
上原〔うえはら〕さん Uehara-san
川上〔かわかみ〕さん Kawakami-san
上手〔じょうず〕skillful
上下関係〔じょうげかんけい〕hyponymy
上品〔じょうひん〕elegant

191 乗 III-9 211 の (る) じょう to ride 乗物〔のりもの〕vehicle
乗り場〔のりば〕place for boarding vehicles
乗車券〔じょうしゃけん〕passenger ticket

192 場 IV-9 330 ば じょう place 場所〔ばしょ〕place
入場券〔にゅうじょうけん〕admission ticket
会場〔かいじょう〕meeting place

193 色 III-8 197 いろ しき color 黄色〔きいろ〕yellow
色紙〔いろがみ〕colored paper
色紙〔しきし〕square drawing paper

194 食 II-4 42 た (べる) しょく to eat 食べ物〔たべもの〕food
食事〔しょくじ〕meal
朝食〔ちょうしょく〕breakfast
昼食〔ちゅうしょく〕lunch
夕食〔ゆうしょく〕dinner
夜食〔やしょく〕night meal
食後〔しょくご〕after meal
食券〔しょっけん〕meal ticket

195 信 IV-9 340 しん ( じ
る)

しん to trust 信じる〔しんじる〕to believe, trust
自信〔じしん〕confidence
信用〔しんよう〕trust
赤信号〔あかしんごう〕red light

196 寝 III-6 182 ね (る) しん to sleep 早寝早起き〔はやねはやおき〕Early to bed, 
early to rise.
寝室〔しんしつ〕bedroom
寝具〔しんぐ〕bedding

197 心 II-15 113 こころ しん heart いい心〔こころ〕good heart
安心〔あんしん〕するto be relieved
心配〔しんぱい〕する to worry
中心〔ちゅうしん〕center
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198 新 II-14 111 あたら (し
い)

しん new 新しい〔あたらしい〕new
新聞〔しんぶん〕newspaper
新学期〔しんがっき〕new semester
新人〔しんじん〕new face
新入生〔しんにゅうせい〕first-year student
新入社員〔しんにゅうしゃいん〕freshman 
employee

199 森 III-4 161 もり しん forest 緑の森〔みどりのもり〕green forest
森川〔もりかわ〕さん Morikawa-san
森林〔しんりん〕forest
青森〔あおもり〕Aomori

200 神 IV-7 296 かみ/かん しん God 神様〔かみさま〕god
神田〔かんだ〕さん Kanda-san
神社〔じんじゃ〕shrine
神道〔しんとう〕shintoism

201 親 IV-2 236 おや しん parent 父親〔ちちおや〕father
母親〔ははおや〕mother
両親〔りょうしん〕parents
親戚〔しんせき〕relatives
親切〔しんせつ〕kind

202 身 AP X み しん body 身長〔しんちょう〕(person's) height
中身〔なかみ〕contents
心身〔しんしん〕mind and body

203 進 AP X すす (む) しん to go 
forward

進め！〔すすめ〕Go forward!
前進〔ぜんしん〕advancement
行進〔こうしん〕parade
進学〔しんがく〕する to go on to college
進化〔しんか〕evolution

204 人 II-2 20 ひと じ ん /
にん

person 人々〔ひとびと〕people
日本人〔にほんじん〕Japanese person
人口〔じんこう〕population
何人〔なんにん〕how many people?
何人〔なにじん〕what nationality?
一人〔ひとり〕one person
二人〔ふたり〕two people

205 図 III-9 214 はか (る) ず/と chart 図書館〔としょかん〕library
地図〔ちず〕map
図画〔ずが〕drawing
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206 水 I-15 14 みず すい water 水を飲む〔みずをのむ〕drink water
水曜日〔すいようび〕Wednesday
海水〔かいすい〕ocean water
水泳〔すいえい〕swimming

207 数 AP X かず/
か ぞ (え
る)

すう number/
to count

数を数える〔かずをかぞえる〕count the 
numbers
生徒数〔せいとすう〕number of students
数字〔すうじ〕numeral
数学〔すうがく〕mathematics
算数〔さんすう〕arithmetic

208 世 IV-2 235 よ せ world 世の中〔よのなか〕society, world
世界〔せかい〕world
二世〔にせい〕second generation
２１世紀〔にじゅういっせいき〕21st 
century

209 制 AP X X せい system 制服〔せいふく〕uniform
制度〔せいど〕system
制作〔せいさく〕する to produce

210 成 (IV-8) X な (る) せい to 
become

成田空港〔なりたくうこう〕Narita Airport
平成時代〔へいせいじだい〕Heisei Period
成人の日〔せいじんのひ〕Coming of Age 
Day
成功〔せいこう〕success
成績〔せいせき〕results; score

211 晴 IV-8 316 は (れ) せい clear sky 晴れのち曇り〔はれのちくもり〕clear later 
cloudy
秋晴れ〔あきばれ〕clear autumn weather
晴天〔せいてん〕fine weather

212 正 II-7 66 ただ (し
い)

しょう correct 正しい〔ただしい〕correct
お正月〔おしょうがつ〕New Year's Day
正直〔しょうじき〕honest
大正時代〔たいしょうじだい〕Taisho 
Period

213 生 II-5 47 う (まれ
る)/なま

せい/じょ
う

to be 
born

生まれる〔うまれる〕to be born
誕生日〔たんじょうび〕birthday
学生〔がくせい〕student (college)
生徒〔せいと〕pupil
生たまご〔なまたまご〕raw egg

214 西 III-7 184 にし せい west 西海岸〔にしかいがん〕west coast
西洋〔せいよう〕the West
大西〔おおにし〕さん Onishi-san
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215 青 III-8 199 あお せい blue 青色〔あおいろ〕blue color
青空〔あおぞら〕blue sky
青木〔あおき〕さん Aoki-san
青森〔あおもり〕Aomori
青信号〔あおしんごう〕green light
青春〔せいしゅん〕youth

216 静 IV-6 294 しず (か) せい quiet 静かな庭〔しずかなにわ〕quiet garden
静岡〔しずおか〕Shizuoka

217 昔 AP X むかし せき long ago 昔話〔むかしばなし〕folk tale
昔々〔むかしむかし〕once upon a time

218 石 IV-6 280 いし せき rock, 
stone

大きい石〔おおきいいし〕a big stone
石川〔いしかわ〕さん Ishikawa-san
石田〔いしだ〕さん Ishida-san
石庭〔せきてい〕rock garden
宝石〔ほうせき〕jewel

219 赤 III-8 198 あか せき red 赤色〔あかいろ〕red color
赤ちゃん〔あかちゃん〕baby
赤字〔あかじ〕deficit
赤信号〔あかしんごう〕red light
赤飯〔せきはん〕red bean mochi rice
赤道〔せきどう〕equatorial line

220 切 IV-6 289 き (る) せつ to cut 紙を切る〔かみをきる〕to cut paper
切手〔きって〕(postage) stamp
大切〔たいせつ〕important
親切〔しんせつ〕kind

221 接 AP X X せつ to connect 直接〔ちょくせつ〕direct
間接〔かんせつ〕indirect
面接〔めんせつ〕interview
面接室〔めんせつしつ〕interview room

222 節 AP X ふし せつ node;
joint

節目〔ふしめ〕turning point
季節〔きせつ〕season
節 分 〔 せ つ ぶ ん 〕 Bean Throwing 
Celebration
関節〔かんせつ〕joints (knee, elbow)
節句〔せっく〕seasonal festival
節約〔せつやく〕する to economize

223 説 AP X と (く) せつ to explain 説明〔せつめい〕explanation
小説〔しょうせつ〕novel
解説者〔かいせつしゃ〕commentator

29



AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

224 雪 III-3 150 ゆき せつ snow 雪が降る〔ゆきがふる〕to snow
大雪〔おおゆき〕heavy snow
雪祭り〔ゆきまつり〕Snow Festival
雪山〔ゆきやま〕snow mountain
雪像〔せつぞう〕snow statue

225 先 II-5 46 さき せん first お先に〔おさきに〕Excuse me for going/doing 
something first.
先生〔せんせい〕teacher
先月〔せんげつ〕last month
先週〔せんしゅう〕last week
先日〔せんじつ〕the other day

226 千 II-9 71 ち せん thousand 千円〔せんえん〕one thousand yen
三千〔さんぜん〕three thousand
千代田区〔ちよだく〕Chiyoda Ward (Tokyo)

227 専 AP X X せん exclusive 専攻〔せんこう〕major
専門店〔せんもんてん〕specialty store
専業主婦〔せんぎょうしゅふ〕housewife 
[full-time]

228 川 II-5 43 かわ せん river 大井川〔おおいがわ〕Ooi River
川上〔かわかみ〕upper reaches of a river
川下〔かわしも〕downstream
川本〔かわもと〕さん Kawamoto-san
小川〔おがわ〕さん Ogawa-san

229 洗 IV-4 265 あら (う) せん to wash 洗う〔あらう〕to wash
洗濯機〔せんたくき〕washing machine
洗面所〔せんめんじょ〕washroom
洗顔石鹸〔せんがんせっけん〕facial soap

230 線 AP X X せん line 線を引く〔せんをひく〕to draw a line
山手線〔やまのてせん〕Yamanote Line
新幹線〔しんかんせん〕bullet train
下線〔かせん〕underline
白線〔はくせん〕white line

231 選 AP X えら (ぶ) せん to choose 選ぶ〔えらぶ〕to choose, select
選手〔せんしゅ〕athlete
選挙〔せんきょ〕election

232 前 II-13 100 まえ ぜん before/ 
front

寝る前〔ねるまえ〕before sleeping
病院の前〔びょういんのまえ〕front of the 
hospital
前川〔まえかわ〕さん Maekawa-san
午前〔ごぜん〕a.m.
前後〔ぜんご〕front and back
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233 然 IV-6 286 X ぜん be as is 自然〔しぜん〕nature
全然〔ぜんぜん〕(not) at all
突然〔とつぜん〕suddenly

234 全 IV-1 232 ま っ た
(く)

ぜん whole 全部〔ぜんぶ〕all
全体〔ぜんたい〕whole
全然〔ぜんぜん〕(not) at all
全国〔ぜんこく〕national
全員〔ぜんいん〕everyone

235 組 AP X くみ そ group 赤組〔あかぐみ〕red team
テレビ番組〔ばんぐみ〕TV program
一年一組〔いちねんいちくみ〕1st year class　#1

236 早 II-15 117 はや (い) そう early 早寝早起き〔はやねはやおき〕early to bed, early 
to rise
早川〔はやかわ〕さん Hayakawa-san
早春〔そうしゅん〕early spring
早朝〔そうちょう〕early morning
早退〔そうたい〕leave early 

237 相 AP X あい そう mutually 相手〔あいて〕partner, other party
相談〔そうだん〕するto consult
相撲〔すもう〕sumo wrestler

238 走 III-6 180 はし (る) そう to run 走る〔はしる〕to run
走者〔そうしゃ〕runner
暴 走 族 〔 ぼ う そ う ぞ く 〕 reckless-driving 
delinquents

239 送 IV-3 264 おく (る) そう to send 送る〔おくる〕to send
郵送〔ゆうそう〕する to send by mail
送料〔そうりょう〕postage
運 送 会 社 〔 う ん そ う が い し ゃ 〕 shipping 
company
送別会〔そうべつかい〕farewell party

240 贈 AP X おく (る) ぞう to present 贈り物〔おくりもの〕gift
贈答品〔ぞうとうひん〕gift item

241 側 AP X かわ そく side 右側〔みぎがわ〕right side
左側〔ひだりがわ〕left side
向かい側〔むかいがわ〕other side
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242 足 III-6 178 あし/
た (りる)

そく foot/
enough

右足〔みぎあし〕right foot
左足〔ひだりあし〕left foot
手足〔てあし〕hands and feet
足りない〔たりない〕not enough
不足〔ふそく〕shortage

243 速 AP X はや (い) そく fast 速い車〔はやいくるま〕fast car
速度〔そくど〕speed
早速〔さっそく〕immediately

244 族 IV-2 248 X ぞく group 家族〔かぞく〕family
親族〔しんぞく〕relatives
暴走族〔ぼうそうぞく〕delinquent drivers

245 続 IV-6 291 つづ (く) ぞく to 
continue

続く〔つづく〕to be continued
続ける〔つづける〕to continue (something)
連続〔れんぞく〕ドラマ serial drama 

246 卒 IV-1 227 X そつ to 
graduate

卒業〔そつぎょう〕graduation
大学卒〔だいがくそつ〕college graduate
高校卒〔こうこうそつ〕high school graduate

247 村 IV-3 250 むら そん villate 村山〔むらやま〕さん Murayama-san
村人〔むらびと〕villager
村長〔そんちょう〕village chief

248 多 II-14 108 おお (い) た many 多くの人〔おおくのひと〕many people
多分〔たぶん〕probably
多少〔たしょう〕more or less

249 太 II-15 120 ふと (る) た/
たい

fat 太る〔ふとる〕to gain weight
太平洋〔たいへいよう〕Pacific Ocean
太陽〔たいよう〕sun
太郎さん〔たろうさん〕Taro-san

250 打 AP X う (つ) だ to hit ボールを打つ〔うつ〕to hit a ball
打者〔だしゃ〕batter (baseball)
打率〔だりつ〕batting average
打撃〔だげき〕batting (baseball)

251 体 III-3 153 からだ たい body 強い体〔つよいからだ〕strong body
体育〔たいいく〕physical education
体操〔たいそう〕physical exercises
体育館〔たいいくかん〕gym
全体〔ぜんたい〕whole
体重〔たいじゅう〕(body) weight
体力〔たいりょく〕physical strength

32



AP# 漢字 AIJ-L. AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

252 対 AP X X たい vs. A対〔たい〕B A versus B
５対３〔ごたいさん〕5 to 3
対戦相手〔たいせんあいて〕competition 
opponent

253 待 II-10 82 ま (つ) たい to wait 待つ〔まつ〕to wait
待合室〔まちあいしつ〕waiting room
招待〔しょうたい〕する to invite

254 貸 AP X か (す) たい to lend お金を貸す〔おかねをかす〕to lend 
money
貸家〔かしや〕rental home

255 台 III-4 162 X たい/だ
い

step 一台の車〔いちだいのくるま〕one car
台湾〔たいわん〕Taiwan
台所〔だいどころ〕kitchen
台風〔たいふう〕typhoon

256 大 II-3 28 おお (きい) だい big 大きい家〔おおきいいえ〕a big house
大人〔おとな〕adult
大学〔だいがく〕college
大学院〔だいがくいん〕graduate school
大学生〔だいがくせい〕college student
東大〔とうだい〕Tokyo University
大事〔だいじ〕important
大丈夫〔だいじょうぶ〕all right

257 第 IV-3 255 X だい ordinal 第一日〔だいいちにち〕the first day
第一〔だいいち〕first
第二月曜日〔だいにげつようび〕second 
Monday

258 題 IV-9 334 X だい title 題〔だい〕title
題名〔だいめい〕title name
宿題〔しゅくだい〕homework
問題〔もんだい〕problem
話題〔わだい〕topic
課題〔かだい〕theme; task

259 達 IV-2 249 X たち plural/
skilled

友達〔ともだち〕friend
人達〔ひとたち〕people
速達〔そくたつ〕special delivery
配達〔はいたつ〕するto deliver
配達人〔はいたつにん〕delivery person
料理の達人〔りょうりのたつじん〕iron 
chef
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260 単 (IV-3) X X たん single 単語〔たんご〕vocabulary
簡単〔かんたん〕simple
単位〔たんい〕credit

261 短 AP X みじか (い) たん short 短い本〔みじかいほん〕a short book
短所〔たんしょ〕weak point
最短〔さいたん〕shortest distance
短文〔たんぶん〕short sentence

262 男 II-6 59 おとこ だん male 男の子〔おとこのこ〕boy
男子〔だんし〕boy
男性〔だんせい〕male
男女共学〔だんじょきょうがく〕coed

263 知 III-2 145 し (る) ち to know 知らない〔しらない〕do not know
知人〔ちじん〕friend, acquaintance
知事〔ちじ〕governor

264 地 III-9 212 X ち/じ land;
ground

地下〔ちか〕basement
地下鉄〔ちかてつ〕subway
地震〔じしん〕earthquake
土地〔とち〕land
地球〔ちきゅう〕earth
地方〔ちほう〕area; locality

265 池 IV-9 327 いけ ち pond 池の中〔いけのなか〕inside the pond
池田〔いけだ〕さん Ikeda-san
電池〔でんち〕battery

266 置 AP X お (く) ち to put チップを置く〔おく〕to leave a tip
位置〔いち〕location

267 遅 AP X おそ (い) ち to be late 遅い〔おそい〕late
遅刻〔ちこく〕tardy

268 茶 III-6 176 X ちゃ tea 茶色〔ちゃいろ〕brown color
茶道〔さどう/ちゃどう〕tea ceremony
緑茶〔りょくちゃ〕green tea
抹 茶 〔 ま っ ち ゃ 〕 green tea for 
ceremony
お茶漬け〔おちゃづけ〕rice with tea 
poured on
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269 着 III-2 144 き (る)/
つ (く)

ちゃく to wear/
 arrive

着物〔きもの〕kimono
下着〔したぎ〕underwear
着る〔きる〕to wear [above the waist]
着く〔つく〕to arrive 
東京着〔とうきょうちゃく〕arrive at 
Tokyo
到着〔とうちゃく〕arrival
着信〔ちゃくしん〕arrival of mail

270 中 II-3 32 なか ちゅう inside 中村〔なかむら〕さん Nakamura-san
夜中〔よなか〕midnight
中学生〔 ちゅうがく せ い 〕 middle 
school student
中国〔ちゅうごく〕China
中止〔ちゅうし〕する to cancel
一日中〔いちにちじゅう〕all day long
勉強中〔べんきょうちゅう〕while 
studying

271 昼 III-1 129 ひる ちゅう noon 昼ご飯〔ひるごはん〕lunch
昼寝〔ひるね〕nap
昼食〔ちゅうしょく〕lunch

272 注 AP X そそ (ぐ) ちゅう to pour 注意〔ちゅうい〕する to be careful
注文〔ちゅうもん〕する to order
特注〔とくちゅう〕special order

273 朝 III-1 128 あさ ちょう morning 朝ご飯〔あさごはん〕breakfast
朝食〔ちょうしょく〕breakfast
今朝〔けさ〕this morning
早朝〔そうちょう〕early morning

274 町 IV-3 251 まち ちょう town 町田〔まちだ〕さん Machida-san
町長〔ちょうちょう〕town chief
町内会〔ちょうないかい〕
neighborhood association

275 調 AP X しら (べる) ちょう to check 調べる〔しらべる〕to check, search
調子〔 ちょうし 〕 がい い  in good 
condition
調和〔ちょうわ〕harmony
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276 長 III-6 179 なが (い) ちょう long/head 長い間〔ながいあいだ〕for a long time
長崎〔ながさき〕Nagasaki
長島〔ながしま〕さん Nagashima-san
社長〔しゃちょう〕company president
会長〔かいちょう〕president (of a society)
市長〔しちょう〕mayor
長所〔ちょうしょ〕good point

277 鳥 III-8 196 とり ちょう bird 青い鳥〔あおいとり〕a blue bird
小鳥〔ことり〕a small bird
焼き鳥〔やきとり〕grilled skewered chicken
鳥肉〔とりにく〕chicken
鳥類〔ちょうるい〕Aves

278 痛 IV-6 293 いた (い) つう painful 痛い〔いたい〕painful
頭痛〔ずつう〕headache
腹痛〔ふくつう〕stomachache
痛み止め〔いたみどめ〕painkiller

279 通 IV-8 320 とお (る )/
かよ (う)

つう to go 
through/ 
commute

通る〔とおる〕to go through
大通り〔おおどおり〕avenue
通う〔かよう〕to commute
交通〔こうつう〕transportation
通学〔つうがく〕commuting to school
通行人〔つうこうにん〕pedestrian
通行止め〔つうこうどめ〕Road blocked.
通路〔つうろ〕pathway
通知表〔つうちひょう〕report card

280 低 AP X ひく (い) てい low 背が低い〔せがひくい〕short (height)
最低〔さいてい〕worst
低気圧〔ていきあつ〕 low (atmospheric) 
pressure; bad temper

281 定 AP X さだ てい fixed 指定席〔していせき〕reserved seat
予定〔よてい〕plans
日程表〔にっていひょう〕itinerary
定期券〔ていきけん〕commuter pass
定休日〔ていきゅうび〕day off

282 庭 IV-4 268 にわ てい garden 美しい庭〔うつくしいにわ〕beautiful garden
石庭〔せきてい〕rock garden
日本庭園〔にほんていえん〕Japanese garden
家庭〔かてい〕family, home, household
家庭科〔かていか〕home economics
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283 弟 III-1 127 おとうと てい/だ
い/で

younger 
brother

弟〔おとうと〕younger brother
兄弟〔きょうだい〕siblings
弟子〔でし〕disciple

284 的 IV-6 295 まと てき -like/
target

日本的〔にほんてき〕typically Japanese
印象的〔いんしょうてき〕impressive
目的〔もくてき〕purpose

285 天 II-11 89 あま てん heaven 天気〔てんき〕weather
天国〔てんごく〕heaven
天才〔てんさい〕genius
天の川〔あまのかわ〕Milky Way
天ぷら〔てんぷら〕tempura

286 店 IV-1 222 みせ てん store お店〔おみせ〕store
店長〔てんちょう〕shop manager
店員〔てんいん〕salesperson, clerk
本店〔ほんてん〕head office
開店〔かいてん〕opening of a shop
閉店〔へいてん〕closing of a shop

287 転 AP X ころ (がる) てん to roll 運転〔うんてん〕する to drive
運転手〔うんてんしゅ〕driver
自転車〔じてんしゃ〕bicycle
回転寿し〔かいてんずし〕conveyor belt sushi

288 点 AP X X てん point 十点〔じゅってん〕10 points
悪い点〔わるいてん〕bad score
満点〔まんてん〕perfect score

289 伝 AP X つた (える) でん to convey 伝える〔つたえる〕to convey, report
手伝う〔てつだう〕to help
伝言〔でんごん〕verbal message
自伝〔じでん〕autobiography
伝統的〔でんとうてき〕traditional

290 田 II-6 58 た でん rice field 田中〔たなか〕さん Tanaka-san
田舎〔いなか〕countryside

291 電 II-11 88 X でん electricity 電話〔でんわ〕telephone
電車〔でんしゃ〕electric car
電気〔でんき〕electricity
電力〔でんりょく〕electric power
電子〔でんし〕レンジ microwave oven

292 登 AP X のぼ (る) と/とう to climb 登る〔のぼる〕to climb
登山〔とざん〕mountain climbing
登場人物〔とうじょうじんぶつ〕
characters (in a play or novel)
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293 都 IV-4 272 みやこ と capital 都会〔とかい〕city; metropolis
京都〔きょうと〕Kyoto
東 京 都 〔 と う き ょ う と 〕 Tokyo 
Metropolitan area
都合〔つごう〕がいい convenient

294 度 IV-6 284 X ど -time(s) もう一度〔いちど〕one more time
温度〔おんど〕temperature
態度〔たいど〕attitude

295 土 I-15 17 つち ど/と soil 土田〔つちだ〕さん Tsuchida-san
土曜日〔どようび〕Saturday
土地〔とち〕land
本土〔ほんど〕mainland

296 冬 III-3 149 ふゆ とう winter 冬休み〔ふゆやすみ〕winter vacation
冬服〔ふゆふく〕winter clothing
真冬〔まふゆ〕midwinter
冬至〔とうじ〕winter solstice

297 島 IV-1 224 しま とう island 広島〔ひろしま〕Hiroshima
島田〔しまだ〕さん Shimada-san
島々〔しまじま〕islands
半島〔はんとう〕peninsula

298 東 III-7 183 ひがし とう east 東山〔ひがしやま〕さん Higashiyama-san
東西南北〔とうざいなんぼく〕east, west, 
south and north
東京〔とうきょう〕Tokyo
東大〔とうだい〕Tokyo University
関東〔かんとう〕Kanto area [region of 
eastern Honshu including Tokyo]

299 答 (III-1) X こた (える) とう answer 答え〔こたえ〕answer
解答〔かいとう〕answer; solution

300 頭 IV-7 299 あたま とう/ず head 頭がいい〔あたまがいい〕smart
頭痛〔ずつう〕headache
一頭の馬〔いっとうのうま〕one horse

301 働 III-9 218 はたら (く) どう to work 働く〔はたらく〕to work
働き者〔はたらきもの〕hard worker
労働時間〔ろうどうじかん〕working
hours
労働者〔ろうどうしゃ〕laborer; worker
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302 動 III-9 217 うご (く) どう to move 動く〔うごく〕to move
自動車〔じどうしゃ〕automobile
運動〔うんどう〕exercise; sports
運動場〔うんどうじょう〕athletic field
動物〔どうぶつ〕animal
動物園〔どうぶつえん〕zoo
動詞〔どうし〕verb
動画〔どうが〕moving image

303 同 IV-1 229 おな (じ) どう same 同じ〔おなじ〕same
同点〔どうてん〕tie
同時〔どうじ〕simultaneous
同意〔どうい〕consent
同情〔どうじょう〕するto sympathize

304 道 III-9 215 みち どう road/way 道〔みち〕road
道子〔みちこ〕さん
道路〔どうろ〕road
横断歩道〔おうだんほどう〕pedestrian 
crossing
書道〔しょどう〕calligraphy
茶道〔さどう/ちゃどう〕tea ceremony
柔道〔じゅうどう〕judo
剣道〔けんどう〕kendo [way of the 
sword]
合気道〔あいきどう〕aikido
道場〔どうじょう〕dojo; hall used for 
martial arts
北海道〔ほっかいどう〕Hokkaido
道徳〔どうとく〕morals

305 特 IV-8 325 X とく special 特に〔とくに〕especially
特急〔とっきゅう〕limited express
特別〔とくべつ〕special
特大〔とくだい〕extra big
特注〔とくちゅう〕special order

306 読 II-11 94 よ (む) どく to read 本を読む〔ほんをよむ〕read a book
読み物〔よみもの〕reading material
読売新聞〔よみうりしんぶん〕Yomiuri 
Newspaper
読書〔どくしょ〕reading
音読〔おんどく〕reading aloud
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307 内 III-7 190 うち ない inside 山内〔やまうち〕さん Yamauchi-san
内田〔うちだ〕さん Uchida-san
内村〔うちむら〕さん Uchimura-san
家内〔かない〕(own) wife
家庭内暴力〔かていないぼうりょく〕
domestic violence
内緒〔ないしょ〕secret; confidential

308 南 III-9 208 みなみ なん south 南口〔みなみぐち〕south gate
南田〔みなみだ〕さん Minamida-san
南極〔なんきょく〕South Pole
東南〔とうなん〕アジア Southeast Asia
南山大学〔なんざんだいがく〕Nanzan 
University

309 難 AP X むずか (し
い )/- が た
(い)

なん difficult 難しい〔むずかしい〕difficult
有難う〔ありがとう〕Thank you.
難問〔なんもん〕difficult question

310 二 I-13 2 ふた に two 二つ〔ふたつ〕two (general counter)
二人〔ふたり〕two people
二日〔ふつか〕 the second day of the 
month
二月〔にがつ〕February
二週間〔にしゅうかん〕two weeks
二年〔にねん〕two years

311 肉 II-14 106 X にく meat 牛肉〔ぎゅうにく〕beef
豚肉〔ぶたにく〕pork
鶏肉〔とりにく〕chicken
筋肉〔きんにく〕muscles

312 日 I-15 11 ひ/か にち/じつ day 何日〔なんにち〕what day?; how many 
days?
一日〔 ついた ち 〕 the 1st day of the 
month; two days
一日〔いちにち〕one day
二日〔ふつか〕the 2nd day of the month
日曜日〔にちようび〕Sunday
定休日〔ていきゅうび〕regular day off
祭日〔さいじつ〕national holiday, festival 
day
祝日〔しゅくじつ〕holiday
日 の 丸 〔 ひ の ま る 〕 (name of) the 
Japanese flag
お日様〔おひさま〕Sun
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313 入 II-13 97 はい (る)/
い (れる)

にゅう to enter 入る〔はいる〕to enter
入れる〔いれる〕to put in
入口〔いりぐち〕entrance
入学式〔にゅうがくしき〕school entrance 
ceremony
入場券〔にゅうじょうけん〕admission ticket
入会〔にゅうかい〕するto join a group
入部〔にゅうぶ〕する to join a club
入試〔にゅうし〕entrance exam

314 熱 AP X あつ (い) ねつ hot/fever 熱いお茶〔あついおちゃ〕hot tea
高い熱〔たかいねつ〕high fever
熱海〔あたみ〕Atami

315 年 II-2 23 とし ねん year 今年〔ことし〕this year
去年〔きょねん〕last year
来年〔らいねん〕next year
毎年〔まいねん〕every year
年を取っている〔としをとっている〕old (age)
お年寄り〔おとしより〕the elderly
２０２０年〔にせんにじゅうねん〕the year 
2020
３年生〔さんねんせい〕3rd grade student
年中行事〔ねんちゅうぎょうじ〕annual event
お年玉〔おとしだま〕New Year's monetary 
gift
年末〔ねんまつ〕end of the year
中年〔ちゅうねん〕middle age
少年〔しょうねん〕boys; juveniles

316 背 AP X せ はい back 背中〔せなか〕back (of one's body)
背が高い〔せがたかい〕tall (height)

317 配 AP X くば (る) はい/
ぱい

to deliver 配る〔くばる〕to deliver; distribute
心配〔しんぱい〕するto worry
配達人〔はいたつにん〕delivery person

318 買 II-15 116 か (う) ばい to buy 買う〔かう〕to buy
買物〔かいもの〕shopping

319 売 II-11 93 う (る) ばい to sell 安売り〔やすうり〕sale
売店〔ばいてん〕shop, stand
商売〔しょうばい〕trade, business
券売機〔けんばいき〕ticket vending machine
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320 白 II-9 69 しろ ばい/
はく

white 白い〔しろい〕white
白人〔はくじん〕Caucasian
白紙〔はくし〕blank paper
紅白歌合戦〔こうはくうたがっせん〕Red & 
White Song Festival

321 八 I-14 8 やっ/
よう

はち eight 八つ〔やっつ〕eight (general counter)
八日〔ようか〕the 8th day of the month; 8 days
八月〔はちがつ〕August
八人〔はちにん〕eight people
八百屋〔やおや〕greengrocery

322 発 IV-8 322 X はつ to depart 発音〔はつおん〕pronunciation
出発〔しゅっぱつ〕departure
東京発〔とうきょうはつ〕Tokyo departure
発車〔はっしゃ〕departure of a vehicle
発表〔はっぴょう〕する to present verbally; to 
announce
発達〔はったつ〕development
発明〔はつめい〕invention
発見〔はっけん〕discovery

323 半 II-10 79 X はん half 半分〔はんぶん〕half
五時半〔ごじはん〕5:30

324 反 AP X X はん against 反対〔はんたい〕する to oppose
駐車違反〔ちゅうしゃいはん〕parking violation

325 飯 III-6 177 めし はん cooked 
rice

ご飯〔ごはん〕rice (cooked)
朝ご飯〔あさごはん〕breakfast
昼ご飯〔ひるごはん〕lunch
炊飯器〔すいはんき〕rice cooker
焼き飯〔やきめし〕fried rice

326 晩 III-6 173 X ばん evening 晩ご飯〔ばんごはん〕dinner
今晩〔こんばん〕tonight

327 番 II-10 85 X ばん number 一番〔いちばん〕best, first, No. 1
番号〔ばんごう〕number
番地〔ばんち〕house number
順番〔じゅんばん〕order; sequence
交番〔こうばん〕police box
テレビ番組〔ばんぐみ〕TV program

328 非 AP X X ひ non- 非常口〔ひじょうぐち〕emergency exit
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329 飛 (IV-8) X と (ぶ) ひ to fly,
jump

空を飛ぶ〔そらをとぶ〕to fly in the air
飛行機〔ひこうき〕airplane
飛行時間〔ひこうじかん〕flight time (length)
飛行場〔ひこうじょう〕airport

330 美 III-7 188 うつく (し
い)

び beautiful 美しい〔うつくしい〕beautiful
美人〔びじん〕beautiful woman
美術〔びじゅつ〕fine art
美術館〔びじゅつかん〕art museum
美容院〔びよういん〕beauty salon

331 鼻 AP X はな び nose 高い鼻〔たかいはな〕long nose

332 必 AP X かなら (ず) ひつ necessary 必ず〔かならず〕surely; definitely
必要〔ひつよう〕necessary
必勝〔ひっしょう〕certain victory
必須科目〔ひっすかもく〕required subjects

333 百 II-9 70 X ひゃく hundred 百円〔ひゃくえん〕100 yen
三百〔さんびゃく〕300
八百〔はっぴゃく〕800
八百屋〔やおや〕greengrocer

334 氷 AP X こおり ひょう ice 氷〔こおり〕ice
かき氷〔かきごおり〕shaved ice; snow cone
氷河〔ひょうが〕glacier

335 表 AP X おもて ひょう front/chart 家の表〔いえのおもて〕front of the house
表を作る〔ひょうをつくる〕make a chart
発表〔はっぴょう〕する to present (orally); 
announce
表現〔ひょうげん〕する to express

336 病 IV-2 237 やま (い) びょう illness 病は気から〔やまいはきから〕Illness starts 
from the spirit.
病気〔びょうき〕illness
病院〔びょういん〕hospital
病名〔びょうめい〕name of a disease
病人〔びょうにん〕sick person
心臓病〔しんぞうびょう〕heart disease

337 品 AP X しな ひん item 品物〔しなもの〕goods
品川駅〔しながわえき〕Shinagawa Station
化粧品〔けしょうひん〕cosmetics
商品券〔しょうひんけん〕gift certificate
食品〔しょくひん〕commodity
上品な人〔 じょうひんなひと〕elegant 
person
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338 不 IV-3 262 X ふ non- 不便〔ふべん〕inconvenient
不公平〔ふこうへい〕unfair
不道徳〔ふどうとく〕immoral
不安〔ふあん〕uneasy
不幸〔ふこう〕unhappy
不平〔ふへい〕complain

339 付 AP X つ (く) ふ attach 付近〔ふきん〕neighborhood: vicinity
みそ汁付き〔みそしるつき〕with miso soup
気付く〔きづく〕to notice
付き合う〔つきあう〕to associate with
添付〔てんぷ〕attachment

340 夫 AP X おっと ふ / ふ
う

man/ (own) 
husband

夫婦〔ふうふ〕married couple
ケネディー夫人〔ふじん〕Mrs. Kennedy
私の夫〔わたしのおっと〕my husband

341 婦 AP X X ふ married 
woman

主婦〔しゅふ〕housewife
婦人〔ふじん〕woman
婦人服〔ふじんふく〕woman's clothing

342 父 II-5 48 ちち/
とう

ふ father お父さん〔おとうさん〕(someone's) father
父親〔ちちおや〕father
祖父〔そふ〕(own) grandfather
父母〔ふぼ〕(own) parents
父兄会〔ふけいかい〕parents' association
父方〔ちちかた〕father's side of the family
神父〔しんぷ〕Catholic priest

343 部 III-7 187 へ ぶ part 全部〔ぜんぶ〕all
一部〔いちぶ〕one part
部分〔ぶぶん〕portion
部員〔ぶいん〕member
部活〔ぶかつ〕club activity
部屋〔へや〕room
子供部屋〔こどもべや〕child's room

344 風 III-8 201 かぜ ふう wind 風〔かぜ〕wind
風邪〔かぜ〕a cold
強風〔きょうふう〕strong wind
台風〔たいふう〕typhoon
風力〔ふうりょく〕wind power
和風〔わふう〕Japanese style
洋風〔ようふう〕Western style
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345 服 IV-8 314 X ふく cloth 制服〔せいふく〕school uniform
洋服〔ようふく〕Western-style clothes
和服〔わふく〕Japanese clothes
服装〔ふくそう〕clothing
呉服〔ごふく〕dry goods

346 払 AP X はら (う) ふつ to pay 払う〔はらう〕to pay

347 物 II-13 98 もの ぶつ/
もつ

thing 
(tangible)

食物〔たべもの〕food
飲物〔のみもの〕drink
着物〔きもの〕kimono
買物〔かいもの〕shopping
乗物〔のりもの〕vehicle
荷物〔にもつ〕luggage, baggage
洗濯物〔せんたくもの〕laundry
物語〔ものがたり〕tale, story
動物〔どうぶつ〕animal
動物園〔どうぶつえん〕zoo
植物〔しょくぶつ〕plant
物理〔ぶつり〕physics
生物〔せいぶつ〕biology

348 分 II-7 65 わ (かる/
ける)

ふん/
ぶん

to 
understand
/ divide

分かる〔わかる〕to understand
一分〔いっぷん〕one minute
半分〔はんぶん〕half
四分の一〔よんぶんのいち〕1/4
多分〔たぶん〕probably
十分〔じゅうぶん〕enough
ゴミを分ける〔わける〕to sort rubbish

349 文 III-2 135 ふみ ぶん/
も

sentence 作文〔さくぶん〕composition
文字〔もじ〕character, letter (of alphabet)
文化〔ぶんか〕culture
文化の日〔ぶんかのひ〕Culture Day Holiday 
(Nov 3)
文化祭〔ぶんかさい〕Cultural Festival
文学〔ぶんがく〕literature
英文学〔えいぶんがく〕English literature

350 聞 II-6 55 き (く) ぶん to listen 聞く〔きく〕to listen; to ask
新聞〔しんぶん〕newspaper
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351 平 IV-3 261 たい (ら)/
ひら

へい flat/ peace 平ら〔たいら〕flat
平田〔ひらた〕さん Hirata-san
平和〔へいわ〕peace
平日〔へいじつ〕weekday
平 気 〔 へ い き 〕 calm; unconcerned; 
indifferent
平安時代〔へいあんじだい〕Heian Period
(794-1185)
平成時代〔へいせいじだい〕Heisei Period 
(1989-)
平家物語〔へいけものがたり〕Tale of the
 Heike

352 別 AP X わ か ( れ
る)

べつ to separate 別れる〔わかれる〕to separate
特別〔とくべつ〕special
別々〔べつべつ〕separate
別居〔べっきょ〕するto live separately
別室〔べっしつ〕separate room

353 変 IV-7 305 か (わる/
える)

へん to change 変える〔かえる〕to change (something)
変わる〔かわる〕(something) changes
大変〔たいへん〕terrible; hard; very
変化〔へんか〕change, conjugation

354 便 AP X X べん/
びん

convenient 便利〔べんり〕convenient
不便〔ふべん〕inconvenient
便所〔べんじょ〕toilet
郵便局〔ゆうびんきょく〕post office
ジャル８便〔はちびん〕JAL Flight #8

355 勉 III-4 166 つ と ( め
る)

べん to study 勉強〔べんきょう〕study

356 歩 III-9 216 ある (く) ほ/ぽ to walk 歩く〔あるく〕to walk
散歩〔さんぽ〕a walk, stroll
横断歩道〔 おうだんほどう 〕pedestrian 
crossing
歩行者〔ほこうしゃ〕pedestrian

357 母 II-5 49 はは/かあ ぼ mother 母〔はは〕(own) mother
お母さん〔おかあさん〕(someone's) mother
祖母〔そぼ〕(own) grandmother
父母〔ふぼ〕(own) parents
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358 方 II-9 73 かた/がた ほう person/
way of 
doing/side

あの方〔かた〕that person over there
夕方〔ゆうがた〕twilight; dusk
食べ方〔たべかた〕how to eat
どちらの方〔ほう〕which one (of two)?
方言〔ほうげん〕dialect
地方〔ちほう〕district
方角〔ほうがく〕direction; compass point

359 法 AP X X ほう law 法律〔ほうりつ〕law
文法〔ぶんぽう〕grammar
方法〔ほうほう〕method

360 忘 IV-2 243 わす (れる) ぼう to forget 忘れる〔わすれる〕to forget
忘れ物〔わすれもの〕forgotten item
忘年会〔ぼうねんかい〕year-end party

361 忙 (IV-2) X いそが (し
い)

ぼう busy 忙しい〔いそがしい〕busy
多忙〔たぼう〕very busy

362 北 III-9 207 きた ほく north 北〔きた〕north
北村〔きたむら〕さん Kitamura-san
北の湖〔きたのうみ〕Kitanoumi (sumo 
wrestler's name)
北海道〔ほっかいどう〕Hokkaido
北大〔ほくだい〕Hokkaido University
東北大学〔とうほくだいがく〕Tohoku 
University (in Sendai)
南 北 問 題 〔 な ん ぼ く も ん だ い 〕
North-South problem

363 本 II-2 21 もと ほん/
ぼん

origin/
book

本を読む〔ほんをよむ〕to read a book
日本語〔にほんご〕Japanese language
本日〔ほんじつ〕today
一本〔いっぽん〕one (long objects)
三本〔さんぼん〕three (long objects)
山本〔やまもと〕さん Yamamoto-san

364 妹 III-1 125 いもうと まい younger 
sister

妹〔いもうと〕(own) younger sister
姉妹〔しまい〕sisters

365 枚 AP X X まい -sheet(s) 一枚〔いちまい〕one sheet
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366 毎 II-5 50 X まい every 毎日〔まいにち〕every day
毎週〔まいしゅう〕every week
毎月〔まいつき〕every month
毎年〔まいねん/まいとし〕every year
毎朝〔まいあさ〕every morning
毎晩〔まいばん〕every night
毎日新聞〔まいにちしんぶん〕Mainichi 
Newspaper

367 末 IV-2 247 すえ まつ end 週末〔しゅうまつ〕weekend
月末〔げつまつ〕end-of-month
年末〔ねんまつ〕end-of-year
末っ子〔すえっこ〕youngest child (in a 
family)

368 万 II-9 72 X まん ten 
thousand

一万円〔いちまんえん〕10,000 yen
百万〔ひゃくまん〕1,000,000

369 味 III-8 202 あじ み taste いい味〔あじ〕good taste
味見〔あじみ〕sampling
味の素〔あじのもと〕MSG
意味〔いみ〕meaning
中味〔なかみ〕contents
趣味〔しゅみ〕hobby
興味〔きょうみ〕interest
味噌汁〔みそしる〕miso soup

370 未 AP X X み not yet 未来〔みらい〕future (distant)
未知〔みち〕unknown

371 無 IV-9 337 X む nothing 無料〔むりょう〕free of charge
無理〔むり〕impossible
無力〔むりょく〕powerless
無口〔むくち〕reticence
無記名〔むきめい〕unsigned
無責任〔むせきにん〕irresponsible

372 名 II-13 99 な めい name 名前〔なまえ〕name
名古屋〔なごや〕Nagoya
氏名〔しめい〕full name
有名〔ゆうめい〕famous
名人〔めいじん〕expert
名物〔めいぶつ〕famous product
名門校〔めいもんこう〕famed school
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373 明 III-1 130 あか (る
い)

めい bright 明るい〔あかるい〕bright
明日〔あした〕tomorrow
明治時代〔 め い じ じ だ い 〕 Meiji Period 
(1868-1912)
説明〔せつめい〕explanation
明暗〔めいあん〕light and darkness

374 面 AP X おも/
おもて

めん face 面白い〔おもしろい〕interesting
真面目〔まじめ〕serious
正面〔しょうめん〕front
表面〔ひょうめん〕surface
一面〔いちめん〕one side
地面〔じめん〕ground
面接〔めんせつ〕interview

375 木 I-15 15 き もく tree 大きい木〔おおきいき〕big tree
木々〔きぎ〕trees
木本〔きもと〕さん Kimoto-san
木曜日〔もくようび〕Thursday

376 目 II-2 19 め もく eye 右目〔みぎめ〕right eye
左目〔ひだりめ〕left eye
目薬〔めぐすり〕eye drops
目的〔もくてき〕purpose
目次〔もくじ〕table of contents

377 問 III-1 333 と (う) もん to ask 問題〔もんだい〕problem
質問〔しつもん〕question
訪問〔ほうもん〕visit

378 門 II-6 54 X もん gate 門〔もん〕gate
校門〔こうもん〕school gate
正門〔せいもん〕front gate
専門〔せんもん〕speciality

379 夜 III-6 174 よる や night 夜中〔よなか〕midnight
今夜〔こんや〕tonight
夜食〔やしょく〕night snack

380 野 IV-9 331 の や field 野原〔のはら〕field
野中〔のなか〕さん Nonaka-san
野菜〔やさい〕vegetables
野球選手〔やきゅうせんしゅ〕baseball player
野球場〔やきゅうじょう〕baseball field
野生〔やせい〕wild
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381 薬 IV-4 278 くすり やく medicine 薬を飲む〔くすりをのむ〕to take medicine
風邪薬〔かぜぐすり〕cold medicine
薬指〔くすりゆび〕ring finger
薬局〔やっきょく〕pharmacy
薬剤師〔やくざいし〕pharmacist

382 友 II-10 80 とも ゆう friend 友達〔ともだち〕friend
友人〔ゆうじん〕friend
友情〔ゆうじょう〕friendship
親友〔しんゆう〕best friend
友子〔ともこ〕さん Tomoko-san

383 有 IV-1 233 あ (る) ゆう to have 有田〔ありた〕さん Arita-san
有名〔ゆうめい〕famous
有料〔ゆうりょう〕a charge

384 由 III-8 205 X ゆう reason 自由〔じゆう〕freedom

385 遊 AP X あそ (ぶ) ゆう to play 遊び場〔あそびば〕playground
水遊び〔みずあそび〕water play
遊園地〔ゆうえんち〕amusement park

386 夕 II-3 30 X ゆう evening 夕方〔ゆうがた〕early evening
夕食〔ゆうしょく〕dinner, supper
夕日〔ゆうひ〕sunset
七夕〔たなばた〕Star Festival (July 7)

387 予 AP X X よ pre 予習〔よしゅう〕preview
予定〔よてい〕plans
予選〔よせん〕preliminary
予約〔よやく〕reservation

388 曜 II-2 25 X よう day of 
week

何曜日〔なんようび〕what day of the week?
日曜日〔にちようび〕Sunday

389 様 (III-3) X さま よう Mr./Mrs.
/manner

御客様〔おきゃくさま〕customers
様々〔さまざま〕various
様子〔ようす〕circumstances; condition

390 洋 III-7 185 X よう ocean 太平洋〔たいへいよう〕Pacific Ocean
インド洋〔よう〕Indian Ocean
大西洋〔たいせいよう〕Atlantic Ocean
西洋〔せいよう〕the west
東洋〔とうよう〕the east
洋服〔ようふく〕Western-style clothes
洋子〔ようこ〕さん Yoko-san
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391 用 AP X X よう task/use 用〔よう〕がある have things to do
用事〔ようじ〕があるhave errands to do
台所用品〔だいどころようひん〕kitchenware 
婦人用化粧室〔ふじんようけしょうしつ〕
restroom for women 
用紙〔ようし〕form

392 要 AP X かなめ よう main 必要〔ひつよう〕necessary
重要〔じゅうよう〕important

393 来 II-4 35 き/く/こ らい to come 来て〔きて〕Come.
来る〔くる〕to come 
来ないで〔こないで〕Don't come.
来週〔らいしゅう〕next week
来月〔らいげつ〕next month
来年〔らいねん〕next year
未来〔みらい〕future (distant)
将来〔しょうらい〕future (near)

394 絡 AP X X らく linkage 連絡〔れんらく〕contact

395 落 AP X お (ちる/
とす)

らく to fall/ drop 落ちる〔おちる〕to fall
落とす〔おとす〕to drop
落葉〔おちば〕fallen leaves
落選〔らくせん〕election loss
落語〔らくご〕telling a comic story (rakugo)

396 利 AP X X り advantage 便利〔べんり〕convenient
利点〔りてん〕advantage
不利〔ふり〕disadvantage
利用〔りよう〕するto use

397 理 III-8 204 X り reason 理科〔りか〕science
理想〔りそう〕ideal
理由〔りゆう〕reason
理解〔りかい〕する to understand
料理〔りょうり〕cooking

398 立 II-14 104 た (つ) りつ to stand 立つ〔たつ〕to stand
起立〔きりつ〕Stand.
公 立 〔 こ う り つ 〕 publicly established 
(institution)
私 立 〔 し り つ / わ た く し り つ 〕 private 
(institution)
市立〔しりつ/いちりつ〕municipal
州立〔しゅうりつ〕state (establishment)
国立公園〔こくりつこうえん〕national park
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399 留 AP X とど (め
る)

りゅう/
る

to stop 留学〔りゅうがく〕to study abroad
留学生〔りゅうがくせい〕foreign exchange 
student
留守〔るす〕not at home
留守番電話〔るすばんでんわ〕answering 
machine

400 旅 III-2 139 たび りょ trave 日本の旅〔たび〕Japan trip
旅人〔たびびと〕traveller
旅行〔りょこう〕travel
旅行者〔りょこうしゃ〕traveller
海外旅行〔かいがいりょこう〕travel abroad

401 両 IV-1 231 X りょう both 両方〔りょうほう〕both
両親〔りょうしん〕parents
両手〔りょうて〕both hands

402 料 III-8 203 X りょう material/ 
fee

料理〔りょうり〕cooking
調味料〔ちょうみりょう〕seasoning
材料〔ざいりょう〕ingredients
料金〔りょうきん〕fare; fee
無料〔むりょう〕free of charge
授業料〔じゅぎょうりょう〕tuition
入場料〔にゅうじょうりょう〕admission fee

403 力 (IV-7) X ちから りょく power 力持ち〔ちからもち〕strong person
協力〔きょうりょく〕するto cooperate
努力〔どりょく〕するto make efforts

404 林 III-4 160 はやし りん forest 林〔はやし〕さん Hayashi-san
林田〔はやしだ〕さん Hayashida-san
小林〔こばやし〕さん Kobayashi-san
大林〔おおばやし〕さん Oobayashi-san
森林〔しんりん〕forest
林業〔りんぎょう〕forestry

405 冷 IV-9 329 つめ (た
い)

れい cold 冷たい〔つめたい〕cold (to the touch)
冷蔵庫〔れいぞうこ〕refrigerator
冷凍庫〔れいとうこ〕freezer
冷凍食品〔れいとうしょくひん〕frozen food
冷房〔れいぼう〕air-conditioning

406 礼 (IV-1) X さつ れい gratitude/ 
paper bills

失礼〔しつれい〕rude
お礼状〔おれいじょう〕thank you letter
一万円札〔いちまんえんさつ〕10,000 yen 
bill

52
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407 練 AP X ね (る) れん to train 練る〔ねる〕to knead; to work over
練習〔れんしゅう〕practice
訓練〔くんれん〕training

408 六 I-14 6 む ろく six 六つ〔むっつ〕six (general counter)
六日〔むいか〕the 6th of the month; 6 days
六月〔ろくがつ〕June
六人〔ろくにん〕six people
六個〔ろっこ〕six (general counter)

409 和 III-7 186 X わ harmony/
Japanese

和〔わ〕harmony
平和〔へいわ〕peace
和風〔わふう〕Japanese style
和食〔わしょく〕Japanese-style meal
和紙〔わし〕Japanese paper
和室〔わしつ〕Japanese-style room
和菓子〔わがし〕Japanese sweets
和楽器〔わがっき〕traditional Japanese 
musical instrument
和英辞典〔わえいじてん〕
Japanese-English dictionary
英和辞典〔えいわじてん〕
English-Japanese dictionary
和敬清寂〔わけいせいじゃく〕harmony, 
respect, purity and tranquility (tea 
ceremony)

410 話 II-11 92 はな (す) わ to talk 話す〔はなす〕to talk
電話〔でんわ〕telephone
会話〔かいわ〕conversation
英会話〔えいかいわ〕English conversation
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AIJにあって、APにない漢字４８字

AIJ# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

1 良 II-4 41 よ (い) りょう good 良い〔よい〕good
良く出来ました〔よくできました〕Well done.
良心〔りょうしん〕conscience

2 耳 II-6 53 みみ じ ear 右耳〔みぎみみ〕right ear
左耳〔ひだりみみ〕left ear
耳鼻科〔じびか〕otolaryngology

3 々 II-7 68 X X (repeat) 人々〔ひとびと〕people
山々〔やまやま〕mountains
時々〔ときどき〕sometimes
国々〔くにぐに〕countries

4 玉 II-9 74 たま ぎょく ball/jewel 百円玉〔ひゃくえんだま〕100 yen coin
お年玉〔おとしだま〕New Year's monetary gift
玉子〔たまご〕egg
目玉焼き〔めだまやき〕sunny-side-up egg

5 米 II-10 84 こめ まい rice 米〔こめ〕rice (uncooked)
もち米〔もちごめ〕mochi (glutinous) rice
玄米〔げんまい〕brown rice
新米〔しんまい〕new rice

6 戸 II-13 101 と こ door 戸を開ける〔とをあける〕open the door
戸田〔とだ〕さん Toda-san
一戸建て〔いっこだて〕(separate) house

7 才 II-15 112 X さい ability 一才〔いっさい〕one year old
天才〔てんさい〕genius
才能〔さいのう〕talent, ability
文才〔ぶんさい〕literary talent

8 銀 III-1 132 X ぎん silver 銀色〔ぎんいろ〕silver color
銀行〔ぎんこう〕bank
銀座〔ぎんざ〕Ginza

9 糸 III-3 156 いと し thread 糸〔いと〕thread, yarn, string
糸〔いと〕こんにゃく shredded konnyaku

10 草 III-4 159 くさ そう grass 緑の草〔みどりのくさ〕green grass
雑草〔ざっそう〕weed
ほうれん草〔そう〕spinach
草原〔そうげん〕prairie
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11 閉 III-7 194 と (じる)/
し (める)/
し (まる)

へい to close 本を閉じる〔ほんをとじる〕close a book
窓を閉める〔まどをしめる〕shut the window
ドアが閉まる〔しまる〕door closes
閉店時間〔へいてんじかん〕shop closing time 

12 竹 III-8 195 たけ ちく bamboo 竹の子〔たけのこ〕bamboo shoots
竹中〔たけなか〕さん Takenaka-san
竹林〔ちくりん〕bamboo thicket
松竹梅〔しょうちくばい〕pine, bamboo, plum

13 黄 III-8 200 き おう yellow 黄色〔きいろ〕yellow
黄色人種〔おうしょくじんしゅ〕yellow race
黄金時代〔おうごんじだい〕the golden age

14 鉄 III-9 213 X てつ iron 地下鉄〔ちかてつ〕subway
鉄道〔てつどう〕railroad
私鉄〔してつ〕private railway

15 客 IV-1 223 X きゃく guest,
customer

御客様〔おきゃくさま〕customers
客間〔 きゃ くま 〕 room where guests are 
received
乗客〔じょうきゃく〕passenger

16 座 IV-1 225 す (わる) ざ to sit お座り下さい〔おすわりください〕Please sit.
正座〔せいざ〕sit properly
銀座〔ぎんざ〕Ginza
座布団〔ざぶとん〕floor cushion
座席〔ざせき〕seat

17 当 IV-1 234 あ (たる/
てる)

とう to hit ボ ー ル が 当たる〔あたる〕 The ball hits 
(something).
ボールを当てる〔あてる〕to hit a ball
本当〔ほんとう〕true
当選〔とうせん〕to be elected
当用漢字〔とうようかんじ〕kanji for daily use
当番〔とうばん〕being on duty
弁当〔べんとう〕box lunch

18 死 IV-2 241 し (ぬ) し to die 死ぬ〔しぬ〕to die
死亡者〔しぼうしゃ〕deaths
戦死〔せんし〕death in war
事故死〔じこし〕accidental death
死者数〔ししゃすう〕number of deaths

19 亡 IV-2 242 な (くな
る)

ぼう to pass 
away

亡くなる〔なくなる〕to pass away
死亡者〔しぼうしゃ〕deaths
未亡人〔未亡人〕widow
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20 船 IV-3 252 ふね せん ship/boa
t

船の旅〔ふねのたび〕boat trip
船長〔せんちょう〕ship's captain
客船〔きゃくせん〕passenger boat

21 戦 IV-3 257 たたか (う) せん to fight 戦う〔たたかう〕to fight; to battle
戦争〔せんそう〕war
第二次世界大戦〔だいにじせかいたいせん〕
World War II
戦車〔せんしゃ〕tank (military vehicle)
開戦〔かいせん〕start of a war

22 争 IV-3 258 あらそ (う) そう dispute 競争〔きょうそう〕するto compete

23 軍 IV-4 269 X ぐん military 軍人〔ぐんじん〕military personnel
海軍〔かいぐん〕navy
空軍〔くうぐん〕air force
陸軍〔りくぐん〕army
米軍〔べいぐん〕U.S. military

24 連 IV-4 270 つ (れる) れん compani
on

連れて行く〔つれていく〕to take (someone)
連れて来る〔つれてくる〕to bring (someone)
連れて帰る〔つれてかえる〕to take (someone) 
home
連絡〔れんらく〕するto contact
連続〔れんぞく〕ドラマserial drama
関連〔かんれん〕relation; connection

25 葉 IV-6 283 は/ば よう leaf 葉っぱ〔はっぱ〕leaf
千葉〔ちば〕Chiba
言葉〔ことば〕word; language
紅葉〔こうよう〕autumn leaves
絵葉書〔えはがき〕picture postcard

26 代 IV-6 285 か (わる) だい to take 
place

時代〔じだい〕period, era
本代〔ほんだい〕money for books 
代表〔だいひょう〕representative

27 苦 IV-6 292 くる (しい)/
にが (い)

く painful 苦しい〔くるしい〕painful, have difficulty
苦い〔にがい〕bitter
苦手〔にがて〕to be weak (at)
苦労〔くろう〕する to suffer, struggle

28 仏 IV-7 297 ほとけ ぶつ Buddha 仏様〔ほとけさま〕Buddha
仏教〔ぶっきょう〕Buddhism
大仏〔だいぶつ〕a big image of Buddha
仏像〔ぶつぞう〕Buddhist statue

56



AIJ# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語

29 幸 IV-7 300 しあわ (せ)/
さち

こう happiness 幸せ〔しあわせ〕happy
幸福〔こうふく〕happiness; good fortune
不幸〔ふこう〕unhappiness
幸子〔さちこ〕さん Sachiko-san
幸いに〔さいわいに〕luckily; fortunately

30 福 IV-7 301 X ふく fortune 福は内、鬼は外〔ふくはうち、おにはそと〕
In with good fortune, out with the demon.
福田〔ふくだ〕さん Fukuda-san
福島〔ふくしま〕Fukushima
福岡〔ふくおか〕Fukuoka

31 建 IV-7 302 た (てる) ちく to build 家を建てる〔いえをたてる〕to build a house
建物〔たてもの〕building
建築〔けんちく〕architecture
建築家〔けんちくか〕architect

32 助 IV-7 304 たす (ける) じょ to assist 助けて！〔たすけて〕Help!
助け合う〔たすけあう〕to help each other
助手〔じょしゅ〕assistant
助詞〔じょし〕particle

33 喜 IV-7 306 よろ (こぶ) き to be 
pleased

喜ぶ〔よろこぶ〕to be pleased
喜劇〔きげき〕comedy

34 嬉 IV-7 307 うれ (しい) き happy 
(emotion)

嬉しい〔うれしい〕happy, glad

35 悲 IV-7 308 かな (しい) ひ sad 悲しい〔かなしい〕sad
悲劇〔ひげき〕tragedy

36 愛 IV-7 309 X あい love/affect
ion

愛〔あい〕している to love
恋愛〔れんあい〕love
愛情〔あいじょう〕affection

37 恋 IV-7 310 こい れん love 
(lomantic)

恋〔こい〕をする to fall in love with
恋愛結婚〔れんあいけっこん〕love marriage
失恋〔しつれん〕broken heart
恋人〔こいびと〕lover, sweetheart

38 宗 IV-8 311 X しゅう religion 宗教〔しゅうきょう〕religion
禅宗〔ぜんしゅう〕Zen sect
天台宗〔てんだいしゅう〕Tendai sect
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39 原 IV-8 312 はら げん field 野原〔のはら〕field
原田〔はらだ〕さん Harada-san
原宿〔はらじゅく〕Harajuku
秋葉原〔あきはばら〕Akihabara
原因〔げんいん〕reason
原爆〔げんばく〕atomic bomb

40 窓 IV-8 313 まど そう window みどりの窓口〔まどぐち〕JR ticket 
window
窓側〔まどがわ〕window-side
窓口〔まどぐち〕ticket window
車窓〔しゃそう〕car window

41 雲 IV-8 317 くも うん cloud 白い雲〔しろいくも〕white cloud
夏雲〔なつくも〕summer cloud
雨雲〔あまぐも〕rain cloud

42 曇 IV-8 318 くも (る) どん to get cloudy 曇りのち晴れ〔くもりのちはれ〕cloudy 
later clear
曇〔くも〕っている is cloudy
曇り空〔くもりぞら〕cloudy sky

43 交 IV-8 319 まじ (わる) こう to cross;
intersect

交通〔こうつう〕transportation, traffic
交信〔こうしん〕communication
国際交流〔 こ く さ い こ う り ゅ う 〕
international exchange
交換〔こうかん〕するto exchange

44 泊 IV-8 321 と (まる) はく to sleep over 泊まる〔とまる〕to stay overnight
三泊四日〔さんぱくよっか〕three nights, 
four days
宿泊〔しゅくはく〕lodging

45 感 IV-8 323 かん かん to feel 感じる〔かんじる〕to feel
感謝〔かんしゃ〕するto appreciate
感動〔かんどう〕するto be moved
感心〔かんしん〕する to admire
感想文〔かんそうぶん〕reflection

46 箱 IV-9 328 はこ X box ゴミ箱〔ごみばこ〕trash can
空き箱〔あきばこ〕empty box
箱根〔はこね〕Hakone
弁当箱〔べんとうばこ〕lunch box

47 球 IV-9 332 たま きゅう ball テニスの球〔たま〕tennis ball
野球〔やきゅう〕baseball
球場〔きゅうじょう〕baseball field
地球〔ちきゅう〕earth
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48 寄 IV-9 336 よ (る) き to stop by 寄る〔よる〕to stop by
お年寄り〔おとしより〕elderly person(s)
寄付〔きふ〕するto donate
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