
No Kanji Furigana English
PRONOUNS, REFLEXIVES (POSSESIVES)

1 私 わたし I, me - myself (my~/mine)
2 あなた you[1], you - yourself  (your~/yours)
3 彼 かれ he, him - himself (his~/his)
4 彼女 かのじょ she, her - herself (her~/hers)
5 それ it[1], it - itself (its~/its)
6 彼ら かれら　　 they[2,3,4...], them - themselves (their~/theirs)
7 私たち わたしたち we, us - ourselves (our~/ours)
8 あなた達 あなたたち you[2,3,4...], you - yourselves (your~/yours)

NOUNS
People  

1 人 ひと person (people)
2 女性 じょせい woman(-men) 
3 男性 だんせい man (men)
4 大人 おとな adult(s)
5 子供 こども child(-ren)
6 家族 かぞく family(-ies)
7 両親 りょうしん parent(s)
8 息子 むすこ son(s)
9 娘 むすめ daughter(s)
10 兄 あに older brother(s) (elder~)
11 姉 あね older sister(s) (elder~)
12 弟 おとうと younger brother(s)
13 妹 いもうと younger sister(s)
14 兄弟 きょうだい brother(s)/sister(s), sibling(s)
15 主人/夫 しゅじん, おっと husband(s)
16 家内/妻 かない, つま wife(-ves)
17 父 ちち father(s)　
18 母 はは mother(s)
19  おじ uncle(s)
20  おば aunt(s)
21  いとこ cousin(s)
22 甥 おい nephew(s)
23 姪 めい niece(s)
24 祖父 そふ grandfather(s)(-pa)
25 祖母 そぼ grandmother(s)(-ma)
26 祖父母 そふぼ grandparent(s)
27 孫 -女; 孫 -男 まご grand -daughter(s); -son(s)
28 ウエーター/ウエイトレス waiter(s)/waitress(-es)
29 受付係 うけつけがかり front desk staff
30 監視員/救助員 かんしいん/きゅうじょいん lifeguard(s)
31 企画責任者 きかくせきにんしゃ event coordinator（ｓ）
32 客 きゃく guest(s)
33 客室業務員 きゃくしつぎょうむいん flight attendant(s), steward(s)/stewardess(-es) 
34 キャプテン captain(s)
35 警備員 けいびいん security guard(s), security staff
36 顧客 こきゃく customer(s)
37 コック長 コックちょう chef(s)
38 支配人 しはいにん manager(s)
39 従業員 じゅうぎょういん employee(s), worker(s), personnel 
40 修理工 しゅうりこう repairman(-men)
41 乗客 じょうきゃく passenger(s)
42 常連 じょうれん patron(s), repeat customer(s)
43 助手,補佐 じょしゅ,ほさ assistant(s)
44 知り合い しりあい acquaintance(s)
45 スタッフ スタッフ staff
46 清掃員 せいそういん housekeeper(s)
47 整備員 せいびいん maintenance worker(s)
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48 接客係,コンシェルジュ せっきゃくがかり,コンシェルジュ concierge(s)
49 操縦士 そうじゅうし pilot(s)
50 ソムリエ wine steward(s)/stewardess(-es)
51 タクシー運転手 タクシーうんてんしゅ taxi driver(s)
52 他人,知らない人 たにん,しらないひと stranger(ｓ）
53 駐車係 ちゅうしゃがかり valet(s)
54 ドア係 ドアがかり doorman(-men)
55 同僚,仲間 どうりょう,なかま colleague(s), coworker(s), school peer(s)
56 友達 ともだち friend(s)
57 荷物係 にもつがかり porter(s)
58 乗組員 のりくみいん crew(s)
59 バーテンダー bartender(s)
60 バス運転手 バスうんてんしゅ bus driver(s)
61 副操縦士 ふくそうじゅうし copilot(s)
62 雇い主 やといぬし employer(s), boss(-es)
63 リムジン運転手 リムジンうんてんしゅ limousine driver(s)
64 料理人 りょうりにん,コック cook(s)
65 旅行案内者 りょこうあんないしゃ tour guide(s)
66 旅行者 りょこうしゃ traveler(s)
67 旅行代理人 りょこうだいりにん travel agent(s)
68 ルーム　サービス係り ルーム　サービスがかり room service staff

Places
1 ここ here
2 そこ,あそこ there, over there
3 右 みぎ right
4 左 ひだり left
5 北 きた north
6 南 みなみ south
7 東 ひがし east
8 西 にし west
9 ～場(駐車,駐輪) ～じょう(ちゅうしゃ,ちゅうりん) lot(s)（car lot, bicycle lot)
10 アパート apartment building(s)
11 家 いえ home(s), house(s)
12 居間/応接間 いま/おうせつま family room(s), living room(s)
13 入口 いりぐち entrance(s)
14 映画館 えいがかん cinema(s), theatre(s), movie theater(s)
15 駅 えき train/subway/monorail station(s)
16 横断歩道 おうだんほどう crosswalk(s)
17 大通り おおどうり avenue(s) [Av.]
18 会館/広間 かいかん/ひろま hall(s)
19 ガソリンスタンド gas station(s)
20 角 かど corner(s)
21 教会 きょうかい church(-es)
22 銀行 ぎんこう bank(s)
23 近所 きんじょ neighborhood(s)
24 空港 くうこう airport(s)
25 国 くに country(-ies)
26 警察署 けいさつしょ police station(s)
27 県 けん prefecture(s)
28 公園 こうえん park(s)
29 交差点 こうさてん intersection(s), crossway(s)
30 公衆電話 こうしゅうでんわ phone booth(s)
31 公衆トイレ こうしゅうトイレ public bathroom(s)
32 工場 こうじょう factory(-ies)
33 高速道路 こうそくどうろ highway(s), freeway(s), expressway(s)
34 小道 こみち lane(s) [Ln.]
35 コンビニ convenience store(s)
36 サウナ sauna(s)
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37 酒場 さかば bar(s)
38 市 し city(-ies)
39 施設、設備 しせつ、せつび facility(-ies)
40 事務所 じむしょ office(s)
41 市役所 しやくしょ city hall(s)
42 車庫, ガレージ しゃこ, ガレージ garage(s)
43 州 しゅう state(s)
44 従業員室 じゅうぎょういんしつ staff room(s)
45 出身地 しゅっしんち hometown
46 商業施設 しょうぎょうしせつ business park(s)/complex(-es)
47 消防署 しょうぼうしょ fire station(s)
48 食堂 しょくどう dining room(s)
49 食料貯蔵室(棚) しょくりょうちょぞうしつ(たな) pantry(-ies)
50 信号 しんごう traffic signal(s)/light(s)
51 寝室 しんしつ bedroom(s)
52 スタジアム stadium(s)
53 専門学校 せんもんがっこう vocational school(s), technical school(s)
54 線路 せんろ train tracks, railway(s), train rails
55 大学 だいがく university[-ies]
56 台所 だいどころ kitchen(s)
57 タクシー乗り場 タクシーのりば taxi stand(s)
58 建物 たてもの building(s), structure(s)
59 地下室 ちかしつ basement(s)
60 地下鉄 ちかてつ subway(s), metro
61 地方,地域、地区 ちほう,ちいき,ちく district(s), region(s), ward(s)
62 地方/州(カナダなどで) ちほう/しゅう(カナダなどで) province(s)
63 駐車場 ちゅうしゃじょう parking lot(s)
64 丁目 ちょうめ block(s)
65 出口 でぐち exit(s)
66 道路 どうろ road(s) [Rd.]
67 所 ところ place(s)
68 図書館 としょかん library(-ies)
69 庭 にわ yard(s)
70 橋 はし bridge(s)
71 場所 ばしょ location(s)
72 バス停 ばすてい bus stop(s)
73 ビジネス　センター business center(s)
74 美術館 びじゅつかん museum(s)
75 非常口 ひじょうぐち fire exit(s), emergency exit(s)
76 病院 びょういん hospital(s), clinic(s)
77 広い並木街路 ひろいなみきがいろ boulevard(s) [Blvd.], way(s), lane(s) [Ln.]
78  プール swimming pool(s), pool(s)
79 ペント　ハウス penthouse(s)
80  ホテル hotel(s)
81 町 まち town(s)
82 店 みせ shop(s), store(s)
83 道 みち street(s) [St.]
84 面積/範囲/分野 めんせき/はんい/ぶんや area(s)
85 モール mall(s)
86 モスク mosque(s)
87 宿/宿泊施設 やど/しゅくはつしせつ accommodation(s)
88 屋根裏 やねうら attic(s)
89 ユダヤ教会 ユダヤきょうかい synagogue(s)
90 浴室/トイレ(米で) よくしつ/トイレ(アメリカで) bathroom(s)
91 横町 よこちょう alley(-ies)
92 領土 りょうど territory(-ies)
93 旅行代理店 りょこうだいりてん travel agency(-ies)
94 レストラン restaurant(s)

Page 3



No Kanji Furigana English
95 ロビー lobby(-ies)
96 わき道 わきみち byway(s)

Things  
1 これ (これら) this (these)
2 あれ (あれら) that (those), that (those) over there
3 椅子 いす chair(s)
4 絵/写真 え/しゃしん picture(s)
5 エアコン air-conditioner(s)
6 エスカレーター escalator(s)
7 エレベーター elevator(s)
8 オーブン oven(s)
9 押入れ おしいれ closet(s)
10 おつり change -money
11 お土産 おみやげ souvenir(s)
12 カーテン curtain(s)
13 絵画 かいが painting(s)
14 階段 かいだん stair(s)
15 鏡 かがみ mirror(s)
16 壁 かべ wall(s)
17 為替相場/レート かわせそうば/レート exchange rate(s)
18 乾燥機/ドライヤー かんそうき/ドライヤー dryer(s)
19 気温 きおん temperature
20 記念碑 きねんひ monument(s)
21 救急車 きゅうきゅうしゃ ambulance(s)
22 緊急事態 きんきゅうじたい emergency(-ies)
23 携帯電話 けいたいでんわ cell phone(s), mobile phone(s)
24 化粧台 けしょうだい dresser(s)
25 言語 げんご language(s)
26 小切手 こぎって check(s)
27 コンピューター computer(s)
28 焜炉/ストーブ こんろ/ストーブ stove(s)
29 サイドテーブル nightstand(s)
30 サイン,署名 サイン,しょめい signature(s)
31 シーツ sheet(s)
32 敷物 しきもの rug(s)
33 ジャグジー jacuzzi(s), hot tub(s)
34 シャワー shower(s)
35 シャワーカーテン shower curtain(s)
36 絨毯 じゅうたん carpet(s)
37 消防車 しょうぼうしゃ fire engine(s), fire truck(s)
38 食器洗い機 しょっきあらいき dishwasher(s)
39 ステレオ stereo(s)
40 請求金額 せいきゅうきんがく charge(s) -on a bill
41 請求書,札 せいきゅうしょ,さつ bill(s)
42 税金 ぜいきん tax -on a bill
43 製品 せいひん product(s)
44 洗濯機 せんたくき washing machine(s)
45 洗面台 せんめんだい sink(s)
46 ソファ sofa(s), couch(-es)
47 大会議 だいかいぎ convention(s)
48 タオル towel(s)
49 棚 たな cabinet(s)
50 暖炉 だんろ fireplace(s)
51 チップ(心づけ) チップ(こころづけ) tip(s)
52 机 つくえ desk(s)
53 テーブル table(s)
54 テレビ TV(s)
55 天気,天候 てんき,てんこう weather

Page 4



No Kanji Furigana English
56 天井 てんじょう ceiling(s)
57 電子レンジ でんしれんじ microwave(s)
58 電話をかける でんわをかける telephone(s)
59 ドア door(s)
60 トイレ toilet(s)
61 到着/着陸 とうちゃ/ちゃくりく arrival(s), landing(s)
62 時計 とけい clock(s)
63 パトカー patrol car(s)
64 引き出し ひきだし drawer(s)
65 費用 ひよう cost(s)
66 不平,苦情 ふへい,くじょう complaint(s)
67 ベッド bed(s)
68 ベランダ patio(s), porch(es), veranda(s)
69 宝石 ほうせき jewelry
70 ほめ言葉 ほめことば compliment(s)
71 本棚 ほんだな bookshelf(-ves)
72 枕 まくら pillow(s)
73 窓 まど window(s)
74 身分証明 みぶんしょうめい identification(s)
75 明細,項目 めいさい,こうもく item(s)
76 毛布 もうふ blanket(s)
77 やかん kettle(s)
78 屋根 やね roof(s)
79 床 ゆか floor(s)
80 浴槽 よくそう bathtub(s)
81 予定 よてい schedule(s)
82 ランプ lamp(s)
83 料金 りょうきん fare(s)
84 冷蔵庫 れいぞうこ refrigerator(s)
85 冷凍庫 れいとうこ freezer(s)

VERBS
1 ～かかる(時間が) ～かかる(じかんが) to take time
2 ～する to do/does-did-done 
3 ～するつもり to intend-D
4 ～になる to become-became-become
5 挨拶する あいさつする to greet-D
6 会う あう to meet-met-met
7 空く あく to be empty-D, to be vacant
8 空ける あける to empty-D, to vacate-D
9 開ける あける to open-D, to unlock-T
10 あげる to give-gave-given　　

11 遊ぶ あそぶ to play-D, to enjoy-D
12 浴びる あびる to shower-D
13 謝る あやまる to apologize-D
14 洗う あらう to wash-T
15 ある(在る) ある to be at, to exist-D (inanimate)
16 ある(有る) ある to have/has-had-had 
17 歩く あるく to walk-T
18 安心する あんしんする to feel at ease
19 案内する あんないする to guide-D
20 言う いう to say-said-said
21 行く いく to go-went-gone
22 急ぐ いそぐ to hurry-D; to rush-T
23 意味する いみする to mean-meant-meant
24 依頼する いらいする to request-D
25 いる(居る) いる to be at, to exist-D (animate)
26 要る いる to need-D, to require-D
27 入れる いれる to put in, to pour in 
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28 生える うえる to grow-grew-grown
29 動かす うごかす to move-D -something
30 動く うごく to move-D
31 失う うしなう to lose -a person/pet
32 歌う うたう to sing-sang-sung
33 疑う うたがう to suspect-D
34 打つ うつ to hit
35 生まれる うまれる to be born
36 産む うむ to give birth　　　

37 埋め合わせる うめあわせる to comp-T
38 売る うる to sell-sold-sold
39 運転する うんてんする to drive-drove-driven
40 選ぶ えらぶ to choose-chose-chosen, to elect-D
41 延期する えんきする to postpone-D
42 援助する えんじょする to assist-D, to support-D
43 起きる おきる to get up, to wake up
44 置く おく to put
45 送る おくる to send-sent-sent
46 遅れる おくれる to be late
47 起こす おこす to get someone up, to wake someone up
48 起こる おこる to happen-D
49 教える おしえる to teach-taught-taught
50 押す おす to push-T
51 落ちる おちる to fall-fell-fallen
52 落とす おとす to drop-T
53 おびえさせる to frighten-D
54 おびえる to be frightened
55 覚えている おぼえている to remember-D
56 思う おもう to think-thought-thought
57 泳ぐ およぐ to swim-swam-swum
58 降りる おりる to get out/off, to deboard -plane/ship/train
59 終わる おわる to end-D, finish-T
60 海外に行く かいがいにいく to go abroad
61 会議をする かいぎをする to have a meeting
62 会話する かいわする to have a conversation, to discuss-T
63 買う かう to buy-bought-bought, to purchase-T
64 変える かえる to change-D, to vary-D
65 帰る かえる to go back -home, to return-D
66 描く かく to draw-drew-drawn
67 書く かく to write-wrote-written
68 確認する かくにんする to confirm-D
69 貸す かす to lend-lent-lent
70 数える かぞえる to count-D
71 片付ける かたづける to put in order, to tidy-D
72 勝つ かつ to win-won-won
73 借りる かりる to borrow-D
74 変わる かわる to be changed, to be varied
75 考える かんがえる to consider-D, to think about
76 観光する かんこうする to go sightseeing, to tour-D
77 監視する かんしする to keep/have an eye on, to watch-T, to guard-D
78 感じる かんじる to feel-felt-felt
79 頑張る がんばる to do one’s best, to fight-fought-fought
80 聞く きく to listen-D, to hear-heard-heard, to inquire-D
81 決まる きまる to be decided
82 決める きめる to decide-D
83 教育する きょういくする to educate-D
84 興味を持つ きょうみをもつ to have interest, to be interested
85 協力する きょうりょくする to cooperate with, to help with
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86 嫌う きらう to dislike-D
87 切る きる to cut; to turn/switch off
88 着る きる to wear-wore-worn, to put on, to dress-T
89 切れる きれる to be off, to expire-D; to snap-T
90 来る くる to come-came-came
91 計画する けいかくする to schedule-D, to plan-D, to arrange to do something
92 経験する けいけんする to experience-T
93 計算する けいさんする to calculate-D
94 怪我をさせる けがをさせる to injure-D, to hurt
95 怪我をする けがをする to be injured-D, to be hurt
96 結婚する けっこんする to marry-D
97 欠席する けっせきする to be absent
98 喧嘩をする けんかをする to fight-fought-fought, to quarrel-D
99 交代する こうたいする to take somebody’s place, to change-D
100 誤解する ごかいする to misunderstand-misunderstood-misunderstood
101 答える こたえる to answer-D, to reply-D
102 好む このむ to like-T, to prefer-D　

103 込む こむ to be crowded
104 殺す ころす to kill-D, to murder-D
105 壊す こわす to break-broke-broken, to damage-D, to destroy-D
106 壊れる こわれる to be broken, to be damaged, to be destroyed
107 探す さがす to search-T
108 下げる さげる to lower-D
109 指す さす to point-D at/to, to indicate-D
110 さぼる to play hooky, to skip-T, to goof off
111 触る さわる to touch-T
112 参加する さんかする to participate-D, to be involved with
113 残業をする ざんぎょうをする to do/work overtime
114 散歩をする さんぽをする to take a walk
115 叱る しかる to scold-D
116 敷く しく to lay-laid-laid
117 仕事をする しごとをする to work-T, to make a living
118 質問する しつもんする to ask a question
119 死ぬ しぬ to die-D
120 閉まる しまる to be shut, to be closed, to be locked
121 閉める しめる to shut, to close-D, to lock-T
122 修理する しゅうりする to repair-D, to fix-T
123 宿泊する しゅくはくする to lodge-D, to stay-D overnight
124 出席する しゅっせきする to attend-D
125 出張する しゅっちょうする to go on a business trip
126 準備する じゅんびする to prepare-D
127 紹介する しょうかいする to introduce-T
128 招待する しょうたいする to invite-D
129 食事をする しょくじをする to dine-D
130 知る しる to know-knew-known
131 信じる しんじる to believe-D
132 心配する しんぱいする to be worried, to be concerned
133 空く すく to become empty
134 勧める すすめる to recommend-D
135 捨てる すてる to throw away
136 住む すむ to reside-D, to live in
137 座る すわる to sit-sat-sat
138 説明する せつめいする to explain-D
139 節約する せつやくする to save money
140 洗濯する せんたくする to launder-D, to wash-T, to clean-D
141 掃除をする そうじをする to clean-D, to wash-T
142 想像する そうぞうする to imagine-D
143 育てられる そだてられる to be raised by someone
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144 育てる そだてる to raise-D -someone/something
145 尊敬する そんけいする to respect-D
146 退院する たいいんする to be discharged from a hospital
147 退場する たいじょうする to exit-D
148 出す だす to take out, to put out
149 尋ねる たずねる to ask-T, to inquire-D
150 叩く たたく to strike-struck-struck, to hit; to knock-T; to tap-T
151 立つ たつ to stand-stood-stood
152 建てられる たてられる to build-built-built, to construct-D
153 建てる たてる to be built
154 楽しむ たのしむ to enjoy-D, to take pleasure in
155 頼む たのむ to request-D
156 食べる たべる to eat-ate-eaten
157 違う ちがう to differ-D, to be wrong
158 中止する ちゅうしする to cancel-D
159 注文する ちゅうもんする to order-D
160 通訳する つうやくする to interpret-D
161 使う つかう to use-D
162 疲れきる つかれきる to be exhausted
163 疲れる つかれる to be tired
164 着く つく to arrive-D
165 付く つく to be on, to be attached-T
166 作る つくる to make-made-made
167 付ける つける to turn/switch on, to attach-T
168 包む つつむ to wrap-T, to pack-T
169 提案する ていあんする to suggest-D
170 提出する ていしゅつする to submit-D, to turn/hand in
171 出かける でかける to go out
172 出来る できる to be able to do 
173 手伝う てつだう to help-D
174 出る でる to leave-left-left
175 電話をかける でんわをかける to phone-D, to call-D
176 飛ぶ とぶ to fly-flew-flown, to jump-T
177 泊まる とまる to stay overnight
178 止まる とまる to stop-T 
179 泊める とめる to let someone stay a night
180 止める とめる to stop-T -something, to cease-T
181 取り替える とりかえる to exchange-D, to replace-T, to change-D, to renew-D
182 努力する どりょくする to make an effort, to work hard
183 撮る とる to take a picture
184 取る とる to take-took-taken, to get-got-got/gotten; to remove-D
185 直す なおす to fix-T
186 泣く なく to cry-D
187 無くす なくす to lose -thing
188 投げる なげる to throw-threw-thrown
189 習う ならう to learn-D/learnt-learnt 
190 並べる ならべる to line-D up
191 鳴る なる to ring-rang-rung; to chime-D
192 慣れる なれる to get used to
193 憎む にくむ to hate-D, to detest-D
194 入院する にゅういんする to enter a hospital
195 妊娠する にんしんする to get pregnant, to become pregnant
196 脱ぐ ぬぐ to take off (clothes)
197 盗む ぬすむ to steal-stole-stolen
198 寝坊する ねぼうする to oversleep(-slept), to get up late
199 眠る ねむる to sleep-slept-slept
200 寝る ねる to go to bed
201 載せる のせる to load-D -luggage into a car
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202 登る のぼる to climb-D
203 飲む のむ to drink-drank-drunk
204 乗る のる to ride-rode-ridden, to get in/on, to board -plane/ship/train
205 配達する はいたつする to deliver-D
206 入る はいる to enter-D, to go in, to join-D 
207 履く はく to put on -below waist
208 掃く はく to sweep-swept-swept
209 運ぶ はこぶ to carry-D, to transport-D
210 始める,始まる はじめる,はじまる to begin-began-begun, to start-D
211 走る はしる to run-ran-run
212 働く はたらく to work-T
213 話す はなす to speak-spoke-spoken, to discuss-T
214 払う はらう to pay-paid-paid
215 引く ひく to pull-D
216 引っ越す ひっこす to move to -a home 
217 開く ひらく to be opened, to be unlocked 
218 拾う ひろう to pick up
219 拭く ふく to wipe-T
220 復習する ふくしゅうする to review-D
221 含む ふくむ to include-D
222 不平を言う ふへいをいう to complain-D
223 降る ふる to rain-D, to snow-D
224 変化する へんかする to change-D
225 勉強する べんきょうする to study-D
226 変更する へんこうする to alter-D, to change-D, to modify-D
227 返事をする へんじをする to reply-D
228 返品する へんぴんする to return goods
229 保障する ほしょうする to guarantee-D
230 褒める ほめる to compliment-D, to praise-D
231 翻訳する ほんやくする to translate-D
232 任せる まかせる to entrust someone to do
233 曲がる(道を) まがる(みちを) to turn-D -somewhere, to be bent
234 負ける まける to lose-lost-lost
235 曲げる(物を) まげる(ものを) to turn-D -something, to bend-bent-bent
236 混ぜる まぜる to mix-T, to blend-D
237 間違える まちがえる to make a mistake
238 待つ まつ to wait-D
239 間に合う まにあう to be in time
240 招く まねく to invite-D
241 守る まもる to protect-D; to obey-D
242 迷う まよう to get lost, to be lost
243 磨く みがく to polish-T, to brush-T
244 見せられる みせられる to be shown
245 見せる みせる to show-showed-showed
246 導く みちびく to lead-led-led
247 見つかる みつかる to be found, to be discovered-D
248 見つける みつける to find-found-found, to discover-D
249 見る みる to see-saw-seen, to look-T, to watch-T
250 無視する むしする to ignore-D
251 結ぶ むすぶ to tie-D, to link-T
252 無料にする むりょうにする to comp-T
253 迷惑をかける めいわくをかける to trouble-D, to inconvenience-T
254 持ち上げる もちあげる to raise-D, to lift-D
255 持つ もつ to hold-held-held; to have/has-had-had
256 持っていく もっていく to take something to, to bring-brought-brought
257 戻す もどす to return-D -something
258 戻る もどる to return-D
259 盛る もる to serve food
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260 文句を言う もんくをいう to complain-D
261 訳す やくす to translate-D, to interpret-D
262 約束する やくそくする to promise-T, to make an engagement
263 休む やすむ to rest-D
264 許す ゆるす to forgive-forgave-forgiven 
265 呼ぶ よぶ to call-D
266 読む よむ to read
267 予約する よやくする to reserve-D, to book-T, to make an appointment   
268 喜ぶ よろこぶ to be glad/happy/excited, to enjoy-D
269 理解する りかいする to understand-understood-understood
270 離婚する りこんする to divorce-T
271 料理する りょうりする to cook-T
272 旅行する りょこうする to travel-D
273 練習する れんしゅうする to practice-T
274 分かる わかる to understand-understood-understood
275 忘れる わすれる to leave something behind; to forget-forgot-forgotten
276 渡す わたす to pass to, to hand over, to give-gave-given
277 渡る わたる to go across, to cross-T
278 笑う わらう to laugh-T; to smile-D

ADJECTIVES
1 青い あおい blue, green, bluegreen
2 赤い あかい red
3 明るい あかるい bright
4 浅い あさい shallow
5 暖かい あたたかい warm -weather
6 温かい あたたかい warm -things/people　　　　

7 新しい あたらしい new
8 熱い あつい hot -things
9 暑い あつい hot -weather
10 厚い あつい thick -flat things
11 危ない あぶない dangerous
12 甘い あまい sweet
13 雨の降る あめのふる rainy
14 荒い あらい rude, rough
15 安全な あんぜんな safe
16 いくつかの several
17 異常な いじょうな abnormal, unusual, strange, odd
18 意地悪な いじわるな mean, ill-natured, nasty
19 忙しい いそがしい busy
20 一般的な いっぱんてきな general
21 薄い うすい thin -flat things
22 美しい うつくしい beautiful
23 うるさい loud -volume, noisy, annoying 
24 嬉しい うれしい glad, happy
25 エキゾチックな exotic
26 美味しい,美味い おいしい,うまい delicious, tasty, good
27 多い おおい many/much
28 大きい おおきい big, large
29 おかしい odd, strange, funny
30 遅い おそい slow -speed/time, late, tardy
31 面白い おもしろい interesting, funny
32 重たい おもたい heavy; serious
33 オレンジ orange
34 外国の がいこくの foreign
35 快適な かいてきな comfortable
36 賢い かしこい intelligent, smart, bright
37 固い かたい hard, tough
38 格好いい かっこいい cool, awesome
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39 活発な かっぱつな lively -people
40 悲しい かなしい sad, blue
41 可能な かのうな possible
42 かゆい itchy
43 辛い からい spicy, hot
44 空っぽな からっぽな empty
45 軽い かるい light
46 可愛い かわいい cute
47 可哀そうな かわいそうな pitiful
48 頑丈な がんじょうな durable, strong -thingｓ
49 簡単な かんたんな simple, easy
50 完璧な かんぺきな perfect
51 黄色い きいろい yellow
52 危険な きけんな hazardous, dangerous, risky
53 汚い きたない dirty
54 貴重な きちょうな valuable
55 きつい,狭い きつい,せまい tight, restrictive
56 厳しい きびしい strict, hard
57 基本的な きほんてきな basic
58 器用な きような skillful
59 巨大な きょだいな huge
60 気楽な きらくな carefree
61 きれいな clean, pretty
62 近代的な きんだいてきな modern
63 臭い くさい stinky, smelly
64 暗い くらい dark
65 黒い くろい black
66 げいきまずい disgusting -things
67 煙い けむい smoky
68 元気な げんきな healthy, energetic, lively
69 健康な けんこうな healthy
70 濃い こい rich -things
71 高級な こうきゅうな high-quality/class
72 広大な こうだいな spacious, vast
73 国際的な こくさいてきな international
74 怖い こわい scary, frightening
75 壊れやすい こわれやすい fragile
76 混んでいる こんでいる crowded
77 寂しい さびしい lonely
78 寒い さむい cold -weather
79 幸せな しあわせな happy
80 静かな しずかな quiet, calm
81 地元の じもとの local
82 自由な じゆうな free
83 重要な じゅうような important
84 正直な しょうじきな honest
85 丈夫な じょうぶな healthy, strong, durable -people/things
86 女性的な じょせいてきな feminine
87 白い しろい white
88 信じられない しんじられない unbelievable, incredible
89 親切な しんせつな kind, nice
90 新鮮な しんせんな fresh
91 心配な しんぱいな worried, uneasy, anxious
92 好きな すきな favorite
93  すごい great, terrific
94 涼しい すずしい cool -weather/people
95 酸っぱい すっぱい sour
96 ずるい sly, cunning, crafty
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97 鋭い するどい sharp
98 正常な せいじょうな normal
99 贅沢な ぜいたくな luxurious
100 世界的な せかいてきな global, worldwide
101 狭い せまい narrow, small
102 そそっかしい,不注意な そそっかしい,ふちゅういな careless
103 大変な たいへんな hard, difficult
104 高い たかい high -places/things; expensive -price/quality
105 正しい ただしい correct
106 楽しい たのしい fun, enjoyable
107 男性的な だんせいてきな masculine
108 小さい ちいさい small, little, tiny
109 近い ちかい close, near
110 知性の足りない, 愚かな ちせいのたりない, おろかな unintelligent, dull, dumb
111 茶色い ちゃいろい brown
112 痛快な つうかいな thrilling, exciting
113  つまらない boring
114 冷たい つめたい cold -things/people      
115 強い つよい strong, tough
116 伝統的な でんとうてきな traditional
117 透明な とうめいな transparent
118 遠い とおい far
119 特別な とくべつな special
120 年をとった としをとった old, aged -people
121 長い ながい long
122 懐かしい なつかしい nostalgic
123 生臭い なまぐさい fishy, rotting
124 生の なまの raw
125 苦い にがい bitter
126 苦手な にがてな poor at, weak at 
127 にぎやかな exciting, bustling -places
128 日常の,規定どおりの にちじょうの,きていどおりの routine, usual
129 鈍い にぶい blunt, dull
130 人気がある にんきがある popular
131 ぬるい lukewarm
132 眠い ねむい sleepy
133 馬鹿な ばかな foolish -people
134 馬鹿らしい ばからしい ridiculous, silly
135 恥ずかしい はずかしい shy, bashful, shameful
136 早い はやい early
137 速い はやい fast -speed
138 晴れ はれの sunny, fine -weather/day
139 低い ひくい low, short
140 必要な ひつような necessary
141 ひどい terrible, awful
142 暇な ひまな not busy, free -time
143 病気な びようきな sick, ill
144 広い ひろい wide
145 貧乏な びんぼうな poor
146 深い ふかい deep
147 不可能な ふかのうな impossible
148 不規則な ふきそくな irregular
149 無器用な ぶきような unskillful
150 不正確な ふせいかくな incorrect, wrong, inaccurate
151 不都合な ふつごうな inconvenient -situation
152 太い ふとい thick -round things; fat -people
153 不透明な ふとうめいな unclear
154 不便な ふべんな inconvenient -things
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155 古い ふるい old -things
156 文化的な ぶんかてきな cultural
157 平凡な へいぼんな regular, average, common
158 平和な,のどかな へいわな,のどかな peaceful, tranquil
159 便利な べんりな convenient, useful　
160 細い ほそい thin -round things; thin -people
161 真新しい まあたらしい brand-new
162 真面目な まじめな serious
163 まずい awful, bad
164 貧しい まずしい poor
165 真っ赤な まっかな deep red
166 真っ黒な まっくろな pitch black
167 真っ青な まっさおな deep blue, deep blue-green, clear blue
168 真白な まっしろな pure white
169 眩しい まぶしい dazzling, bright
170 丸い まるい round
171 短い みじかい short
172 水っぽい みずっぽい watery
173 みっともない,醜い みっともない,みにくい ugly
174 緑 みどり green
175 無害な むがいな harmless
176 蒸し暑い むしあつい humid
177 難しい むずかしい difficult, hard
178 無責任な むせきにんな irresponsible
179 紫 むらさき purple
180 無理な むりな not possible, unreasonable
181 明白な めいはくな clear
182 珍しい めずらしい rare, unusual
183 面倒な めんどうな annoying, troublesome 
184 喧しい やかましい noisy, loud
185 易しい やさしい easy, simple, plain
186 優しい やさしい gentle, kind
187 安い やすい cheap -price
188 安っぽい,ちゃちな やすっぽい,ちゃちな cheap -quality
189 柔かい やわらかい soft
190 友好的な ゆうこうてきな friendly
191 有効な ゆうこうな valid
192 裕福な ゆうふくな wealthy, rich
193 有名な ゆうめいな famous
194 愉快な ゆかいな pleasant, delightful
195 雪の降る ゆきのふる snowy
196 良い よい good
197 用心深い ようじんぶかい careful
198 余分な よぶんな extra
199 弱い よわい weak
200 立派な りっぱな fine
201 歴史的な れきしてきな historical
202 若い わかい young
203 悪い わるい bad, awful

ADVERBS
Frequency

1  いつも always           (100%)
2 普段 ふだん usually            (95%)
3 度々 たびたび often               (75%)
4 時々 ときどき sometimes       (50%)
5  たまに occasionally     (25%)
6  めったに rarely, hardly    (5%)
7 けっして never               (0%)
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8 ～一回 ～いっかい one time (once), two times (twice), three times a ~
9 偶然に ぐうぜんに by chance, coincidently, unexpectedly, accidentally
10  ずっと all the way, throughout
11 全然 ぜんぜん not at all
12 同時に どうじに simultaneously, at the same time
13 突然 とつぜん suddenly
14 何度も,何回も なんども,なんかいも many times
15 初めて はじめて first time
16 毎～ まい～ every~
17  また again
18 もういちど once more

Manner and Circumstance
1 あいにく unfortunately 
2 急いで いそいで quickly
3 一緒に いっしょに with, together
4 確実に,明確に かくじつに,めいかくに definitely
5 必ず かならず without fail, certainly, surely 
6  きっと surely, for sure
7 効果的に,能率的に こうかてきに,のうりつてきに efficiently
8 根気よく こんきよく patiently
9 幸い さいわい fortunately 
10  しっかりと firmly
11  すっきりと refreshing
12 続々と ぞくぞくと one after another, in succession
13  そっと gently, softly, quietly
14 段々 だんだんと gradually
15  ちゃんと properly
16 丁度 ちょうど just, right, exactly, precisely
17 途中 とちゅうで on the way
18  どんどんと rapidly
19  はっきりと clearly
20  ぴったりと exactly, perfectly
21 一人で ひとりで by myself, alone
22 別に～でない べつに～でない not especially
23 本当に ほんとうに really, truthfully
24  やっぱり as expected
25  ゆっくりと slowly
26  よく well, thoroughly
27 流暢に りゅうちょうに fluently

PREPOSITIONS
1 ～の間 ～のあいだ between
2 ～の上 ～のうえ on, above, over
3 ～の後ろ ～のうしろ behind, in back of
4 ～の下 ～のしたに under, below, beneath
5 ～の外 ～のそと out, outside, exterior
6 ～の隣 ～のとなり next to, by
7 ～の中 ～のなか in, inside, interior
8 ～の反対 ～のはんたい opposite of
9 の前 ～のまえ in front of
10 ～の真ん中 ～のまんなか in the center
11 ～の横 ～のよこ beside

CONJUNCTIONS
1 ＡとB;～と A and B; with
2 ＡかＢ A or B
3 Ａ,Ｂ,と～など,ＡやＢ A, B, and etc; and so on
4  それから from that, and then
5 そして and, then, and then
6 なぜならば because
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7 しかし but
8  それとも or
9  とにかく anyway, anyhow
10  ところで by the way
11 例えば たとえば for example, such as
12 けれども however
13  つまり in short, in brief
14 それならば,～の場合 それならば,～のばあい in that case
15 そのうえ moreover
16 一方 いっぽう on the other hand
17 ですから therefore
18 実は じつは to tell the truth, actually

EXPRESSIONS/INTERJECTIONS/FILLERS
1 行ってきます いってきます I'm leaving/going.
2 行ってらっしゃい いってらっしゃい Take care. Come back safely.
3 いらっしゃいませ Welcome. May I help you?
4 お帰りなさい おかえりなさい Welcome home.
5 お蔭様で おかげさまで Thanks for asking.
6 お悔やみ申し上げます おくやみもうしあげます My condolences.
7 お先にどうぞ おさきにどうぞ After you.
8 お邪魔します おじゃまします Sorry to disturb you.
9 お大事に おだいじに Take care of~ yourself./your health.
10 おめでとう Congratulations.
11 かしこまりました Certainly.
12 構わないです かまわないです Don't mention it. Not at all. That's all right.
13 頑張ってください がんばってください Good luck. Do your best.
14 気をつけて きをつけて Be careful. Look out. Watch out.
15 結構です/要りません けっこうです/いりません No thank you./That is fine.
16 ごめんなさい I'm sorry. Excuse me.
17 さようなら Farewell.
18 残念です ざんねんです I'm sorry to hear that. That's~ too bad./terrible./a pity.
19 失礼しました しつれいしました I beg your pardon. I'm sorry. Excuse me.
20 すみません Excuse me. I'm sorry.
21 そうですか？/なるほど Is that so? Really?/I see.
22 ただいま I'm home.
23 どういたしまして You are welcome.
24 どうぞ Here~ it is./you are./you go.
25 どうも Thanks.
26 どうもありがとう Thank you.
27 どうもありがとうございます/～ました Thank you very much.
28 また後で またあとで See you later.
29 またどうぞ またどうぞ Please come again.
30 申し訳ありません もうしわけありません Please accept my deepest apologies.
31 もちろん Of course.
32 問題ない もんだいない No problem. 
33 ようこそ Welcome.
34 喜んで よろこんで With pleasure.
1 あーあ! Uh-oh!
2 あっ!びっくりした! Ahh!, Yikes!, Oh!
3 あった! Ahh-ha!, Ah!
4 あらっ! Oh!
5 いや～ Nope. Uh-uh. 
6 うん,そうだね Yeah., Uh-huh.
7 えっ?/! What?, Ooh! 
8 (くしゃみをした人に言う) (くしゃみをしたひとにいう) Bless you!
9 そうね,まぁね Well.
10 だめ!,無理です だめ!,むりです No way!, No!, It's impossible.
11 まさか?/! Really?/!, No kidding?/!
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12 わっ! Wow!
1 ～かな? I guess..., I wonder...
2 えー... Hmm..., Mmm..., Umm..., Uhh...
3 えっ Hm., Mm., Um., Uh.
4 えーと... Let's see..., Well...
5 えーとですね... Let me see...

TIME
1 今 いま now
2  ～に,～で in~, on~, at~
3 前;～の前に まえ;～のまえに ago, before~
4 後;～の後に あと;～のあとに later, after~ 
5  ～から from~
6  ～まで until (till)~
7  ～までに by~ , until (till)~ 
8 この前の～に このまえの～に last~
9 今度の～に こんどの~に next~
10 ～以来 ～いらい since~
11 ～の間に ～のあいだに during~, when, while
12 時 とき when, as
13 昔 むかし a long time ago
14 午前 ごぜん AM 12:00(Midnight)～AM 11:59
15 午後 ごご PM 12:00(Noon)～PM 11:59
16 一時 いちじ 1:00; one[-o’clock]
17 一時五分 いちじごふん 1:05; one-o-five, five after/past one
18 一時十分 いちじじゅっぷん 1:10; one-ten, ten after/past one
19 一時十五分 いちじじゅうごふん 1:15; one-fifteen, fifteen after/past one, a quarter after/past one
20 一時半 いちじはん 1:30; one-thirty, half after/past one

21
一時四十五分 いちじよんじゅうごふん 1:45; one forty-five, fifteen till/before/to two,

(a) quarter till/before/to two
22 一時五十分 いちじごじゅっぷん 1:50; one-fifty, ten till/before/to two
23 一時五十五分 いちじごじゅうごふん 1:55; one fifty-five, five till/before/to two
24 一昨日 おととい a day before yesterday  
25 昨日 きのう yesterday 
26 今日 きょう today  　
27 明日 あした tomorrow
28 明後日 あさって a day after tomorrow
29 毎日 まいにち everyday
30 一日おきに いちにちおきに every other day
31 この間 このあいだ the other day
32 この頃 このごろ these days, nowadays
33 今週末 こんしゅうまつ this weekend
34 祝日 しゅくじつ (national) holiday
35 月曜日 げつようび Monday
36 火曜日 かようび Tuesday
37 水曜日 すいようび Wednesday
38 木曜日 もくようび Thursday
39 金曜日 きんようび Friday
40 土曜日 どようび Saturday
41 日曜日 にちようび Sunday
42 昨日の朝 きのうのあさ yesterday morning 
43 今朝 けさ this morning
44 明日の朝 あしたのあさ tomorrow morning
45 昨日の昼 きのうのひる yesterday at noon
46 午前 ごぜん morning, before noon
47 今日の昼 きょうのひる [this, this after-]noon
48 午後 ごご afternoon 　　　　　　

49 明日の昼 あしたのひる tomorrow at noon
50 昨晩 さくばん yesterday evening
51 今晩 こんばん this evening
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52 明日の晩 あしたのばん tomorrow evening
53 昨夜 さくや yesterday night, last night
54 今夜 こんや tonight
55 明日の夜 あしたのよる tomorrow night
56 先々週 せんせんしゅう the week before last 
57 先週 せんしゅう last week 
58 今週 こんしゅう this week
59 来週 らいしゅう next week
60 再来週 さらいしゅう the week after next
61 先々月 せんせんげつ the month before last
62 先月 せんげつ last month 
63 今月 こんげつ this month
64 来月 らいげつ next month
65 再来月 さらいげつ the month after next
66 一昨年 おととし the year before last
67 去年 きょねん last year
68 今年 ことし this year
69 来年 らいねん next year
70 再来年 さらいねん the year after next
71 大晦日 おおみそか New Years' Eve
72 元旦 がんたん New Years' Day
73 一月 いちがつ January
74 二月 にがつ February
75 三月 さんがつ March
76 四月 しがつ April
77 五月 ごがつ May
78 六月 ろくがつ June
79 七月 しちがつ July
80 八月 はちがつ August
81 九月 くがつ September
82 十月 じゅうがつ October
83 十一月 じゅういちがつ November
84 十二月　 じゅうにがつ December
85 春 はる Spring
86 夏 なつ Summer
87 秋 あき Autumn, Fall
88 冬 ふゆ Winter

NUMBERS
Cardinal Numbers

1 ０,零 ゼロ,れい zero, nothing, nil
2 一 いち one
3 二 に two
4 三 さん three
5 四 し,よん four
6 五 ご five
7 六 ろく six
8 七 しち,なな seven
9 八 はち eight
10 九 きゅう nine
11 十 じゅう,とう ten, 10
12 百 ひゃく 100  one hundred
13 千 せん 1,000  one thousand
14 (一)万 いちまん 10,000  ten thousand
15 十万 じゅうまん 100,000  one hundred thousand
16 百万 ひゃくまん 1,000,000  one million
17 無限 むげん infinity
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Ordinal Numbers

1 一番目 いちばんめ 1st  (First)
2 二番目 にばんめ 2nd  (Second)
3 三番目 さんばんめ 3rd  (Third)
4 四番目 よんばんめ 4th  (Fourth) 
5 五番目 ごばんめ 5th  (Fifth) ~ 20th  (Twentieth)
6   ～   ～ 21st  (Twenty-first)
7   ～   ～ 22nd  (Twenty- second)
8   ～   ～ 23rd  (Twenty-third)
9   ～   ～ 24th  (Twenty-fourth)
10   ～   ～ 25th  (Twenty-fifth) ~ Infinity

Counting Units
1 単一の たんいつの,シングル Single 
2 二倍の にばいの,ダブル Double
3 三倍の さんばい,トリプル Triple
4 四倍の よんばいの Quadruple
5 階 かい floor: 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, 4th floor, etc.
6 回 かい time: once/1 time, twice/2 times, (thrice)/3 times, etc.
7 切れ枚 きれ,まい slice: 1 slice, 2 slices, etc.
8 組 くみ pairs; sets: 1 pair/set, 2 pairs/sets, etc.
9 才,歳 さい age: 1 year old, 2 years' old, etc. 
10 勝 しょう win: 1 win, 2 wins, etc.
11 台 だい machine: 1 machine, 2 machines, etc.
12 点 てん point: 1 point, 2 points, etc.
13 人 にん person: 1person, 2 people, etc.
14 敗 はい loss: 1 loss, 2 losses, etc.
15 杯 はい,ぱい glass full: 1 glass, 2 glasses, etc.
16 泊 はく overnight stay: 1 night, 2 nights, etc.
17 枚 まい paper: 1 paper/sheet, 2 papers/sheets, etc.

Length
1 マイル 1 mile = 1.6 kilometers
2 ヤード 1 yard = 0.9 meters (metre)
3 フィート 1 feet = 30.48 centimeters
4 インチ 1 inch = 25.4 millimeters

Weight 
1 トン 1 ton = 0.9 metric tons
2 ポンド 1 pound = 0.45 kilograms
3 オンス 1 ounce = 28.34 grams

Volume
1 ガロン 1 gallon = 3.78 liters (litre)
2 オンス 1 gallon = 128 ounces

Speed
1 時速一マイル じそくいちまいる 1 mile per hour (MPH) = 1 kilometer per hour

Time
1 一世紀 いっせいき 1 century = 100 years
2 十年間 じゅうねんかん 1 decade = 10 years
3 一年間 いちねんかん 1 year = 12 months
4 一ヶ月 いっかげつ 1 month = 4 weeks
5 一週間 いっしゅうかん 1 week = 7 days
6 一日 いちにち 1 day = 24 hours
7 一時間 いちじかん 1 hour = 60 minutes
8 一分 いっぷん 1 minute = 60 seconds

Temperature
1 華氏三十二度 かしさんじゅうにど 32 degrees Fahrenheit = 0 degrees Celcius 
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