
No English Kanji Furigana
NOUNS

People  
1 ally(-ies) 協力者,味方,支持者 きょうりょくしゃ,みかた,しじしゃ

2 administrator(s) 経営者,管理者 けいえいしゃ,かんりしゃ

3 apprentice(s) 見習い みならい

4 archaeologist(s) 考古学者 こうこがくしゃ

5 architect(s) 建設者,建築技師 けんせつしゃ,けんちくぎし

6 assistant(s) 助手,補佐 じょしゅ,ほさ

7 baker(s) パン屋 パンや

8 banker(s) 銀行員 ぎんこういん

9 boss(es) 上司 じょうし

10 business~ man(-men)/person(-people) サラリーマン

11 captain(s) キャプテン

12 CEO(s) - Chief Executive Officer(s) 最高経営責任者 さいこうけいえいせきにんしゃ

13 chair~ man(-men)/person(-people) of the board 会長 かいちょう

14 colleague(s) 同僚 どうりょう

15 competitor(s) 競争相手 きょうそうあいて

16 concierge(s) 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

17 copilot(s) 副操縦士 ふくそうじゅうし

18 coworker(s) 同僚,仲間 どうりょう,なかま

19 crew(s) 乗組員 のりくみいん

20 critic(s) 評論家 ひょうろんか

21 customer(s) 顧客 こきゃく

22 customs officer(s) 税関係官 ぜいかんかかりかん

23 dean(s) 学部部長 がくぶぶちょう

24 dentist(s) 歯医者 はいしゃ

25 doctor(s) 医者 いしゃ

26 emperor(s) 皇帝 こうてい

27 employee(s) [worker(s); personnel] 従業員 じゅぎょういん

28 employer(s) 雇い主 やといぬし

29 empress(-es) 女帝 じょてい

30 enemy(-ies) 敵 てき

31 executive(s) 幹部,重役 かんぶ,じゅうやく

32 factory worker(s) 工場の労働者 こうじょうのろうどうしゃ

33 faculty member(s) 教員 きょういん

34 fire fighter(s) 消防士 しょうぼうし

35 flight attendant(s) [steward(s)/stewardess(-es)] 客室業務員 きゃくしつぎょうむいん

36 florist(s) 花屋 はなや

37 ground staff 地上業務員,グラウンド・スタッフ
ちじょうぎょうむいん,グラウンド・スタッフ

38 immigration officer(s) 入国管理官 にゅうこくかんりかん

39 king(s) 王 おう

40 maintenance worker(s) 整備員 せいびいん

41 manager(s) 支配人 しはいにん

42 manufacturer(s) 製造業者 せいぞうぎょうしゃ

43 mechanic(s) 機械工,修理工 きかいこう,しゅうりこう

44 military personnel(s) 軍の職員 ぐんのしょくいん

45 naturalist(s) 自然派 しぜんは

46 nurse(s) 看護婦 かんごふ

47 office worker(s) 会社員 かいしゃいん

48 paramedic(s) 救急隊員 きゅうきゅうたいいん

49 passenger(s) 乗客 じょうきゃく

50 patron(s) 常連 じょうれん

51 pilot(s) 操縦士 そうじゅうし

52 police officer(s) 警察 けいさつ

53 politician(s) 政治家 せいじか

54 premier(s) -of a country 首相 しゅしょう

55 president(s) 社長 しゃちょう

56 president(s) -of a counrty 大統領 だいとうりょう

Page 1



No English Kanji Furigana
57 priest(s)/priestess(-es) 聖職者,司祭(男)/(女) せいしょくしゃ,しさい

58 prime minister(s) 総理大臣 そうりだいじん

59 prince(s) 王子 おうじ

60 princess(es) 王女 おうじょ

61 principal(s) 校長 こうちょう

62 professor(s) 教授 きょうじゅ

63 publisher(s) 出版社 しゅっぱんしゃ

64 queen(s) 女王 じょおう

65 recruit(s) 新入社員 しんにゅうしゃいん

66 repairman(-men) 修理工 しゅうりこう

67 sales~ man(-men)/person(-people) サールスマン,販売員 セールスマン,はんばいいん

68 scholar(s) 学者 がくしゃ

69 school peer(s) 仲間,同僚 なかま,どうりょう

70 secretary(-ies) 秘書 ひしょ

71 servant(s) 召使,使用人 めしつか,しようにん

72 staff 職,スタッフ しょくい,スタッフ

73 stranger(ｓ） 他人,知らない人 たにん,しらないひと

74 student(s) 学生 がくせい

75 suspect(s) 容疑者 ようぎしゃ

76 teacher(s) 教師,せんせい きょう,せんせい

77 traveler(s) 旅行者 りょこうしゃ

78 truck driver(s) トラック運転手 トラックうんてんしゅ

79 veterinarian(s) 獣医 じゅうい

80 witness(-es) 目撃者,証人,立会人 もくげきしゃ,しょうにん,たちあいにん

Places
1 accommodation(s) 宿,宿泊施設 やど,しゅくはつしせつ

2 aquarium(s) 水族館 すいぞくかん

3 area(s) 面積,範囲,分野 めんせき,はんい,ぶんや

4 auditorium(s) 会館 かいかん

5 avenue(s) (Av.) 大通り おおどうり

6 beach(es) 砂浜 すなはま

7 bird sanctuary(-ies) 野鳥の保護区域 やちょうのほごくいき

8 block(s) ～丁目 ～ちょうめ

9 boulevard(s) (Blvd.) 広い並木街路 ひろいなみきがいろ

10 byway(s) わき道 わきみち

11 city(-ies) 市 し

12 cliff(s) 崖 がけ

13 coast(s) 海岸 かいがん

14 corner(s) 角 かど

15 country(-ies) 国 くに

16 crosswalk(s) 横断歩道 おうだんほどう

17 customs 税関 ぜいかん

18 district(s) 地区 ちほう

19 equator 赤道 せきどう

20 facility(-ies) 施設,設備 しせつ,せつび

21 fire exit(s) 非常口 ひじょうぐち

22 garden(s) 庭 にわ

23 harbor(s) 港 みなと

24 highway(s) [freeway(s); expressway(s)] 高速道路 こうそくどうろ

25 hill(s) 丘 おか

26 International Date Line 日付変更線 ひづけへんこうせん

27 intersection(s) [crossway(s)] 交差点 こうさてん

28 island(s) 島 しま

29 lagoon(s) 潟 かた

30 lake(s) 湖水,湖,池 こすい,みすうみ,いけ

31 lane(s) (Ln.) [way(s)] 小道 こみち

32 location(s) 場所 ばしょ

33 Ministry of Culture 文化省 ぶんかしょう
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34 mountain(s) 山 やま

35 neighborhood(s) 近所 きんじょ

36 ocean(s) 大洋,海洋 たいよう,かいよう

37 place(s) 場所 ばしょ

38 pond(s) 池,水溜り いけ,みずたまり

39 prefecture(s) 県 けん

40 province(s) 地方,州(カナダなどで) ちほう,しゅう(カナダなどで)

41 reef(s) 暗礁 あんしょう

42 region(s) 地域 ちいき

43 road(s) (Rd.) 道路 どうろ

44 runway(s) [tarmac(s)] 滑走路 かっそうろ

45 sea(s) 海 うみ

46 staff room(s) 従業員室 じゅうぎょういんしつ

47 state(s) 州 しゅう

48 street(s) (St.) 道 みち

49 territory(-ies) 領土 りょうど

50 tomb(s) 墓 はか

51 town(s) 町 まち

52 traffic~ signal(s)/light(s) 信号 しんごう

53 village(s) 村 むら

54 volcano(s/-es) 火山 かざん

55 ward(s) 地区 ちく

56 yard(s) 庭 にわ

57 zoo(s) 動物園 どうぶつえん

Things  
1 accident(s) 事故 じこ

2 ads/advertisements [newspaper advertisement(s)] 広告,新聞広告 こうこく,しんぶんこうこく

3 aircraft 航空機 こうくうき

4 airplane(s) 飛行機 ひこうき

5 appetizer(s) [starter(s)] 食前酒,前菜 しょくぜんしゅ,ぜんさい

6 appointment(s) 約束 やくそく

7 arrival(s) 到着 とうちゃく

8 article(s) 記事 きじ

9 atmosphere 雰囲気 ふんいき

10 baggage carousel(s) 荷物コンベアー にもつコンベアー

11 bill(s) 請求書,札 せいきゅうしょ,さつ

12 boarding pass(-es) 搭乗券 とうじょうけん

13 brochure(s) パンフレット

14 business card(s) 名刺 めいし

15 business(es)/company(-ies) 会社

16 cabinet(s) 収納家具 しゅうのうかぐ

17 category(-ies) 部類,種類,種目,区分 ぶるい,しゅるい,しゅもく,くぶん

18 ceremony(-ies) 儀式,礼式 ぎしき,れいしき

19 change -money おつり

20 charge(s) -on a bill 請求金額 せいきゅうきんがく

21 check(s) 小切手 こぎって

22 column(s) 円柱,(新聞の)コラム えんちゅう,(しんぶんの)コラム

23 compartment(s) 荷物置き場 にもつおきば

24 competition(s) 競争,試合 きょうそう,しあい

25 complaint(s) 不平,苦情 ふへい,くじょう

26 compliment(s) ほめ言葉 ほめことば

27 container(s) 容器 ようき

28 convention(s) 大会議 だいかいぎ

29 convertible car(s) オープンカー

30 corporation(s) 株式会社 かぶしきがいしゃ

31 cost(s) 費用 ひよう

32 creature(s) 生物 せいぶつ

33 cuisine(s) 料理 りょうり
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34 culture(s) 文化 ぶんか

35 current(s) 海流,電流 かいりゅう,でんりゅう

36 damage(s) 損害,被害 そんがい,ひがい

37 deal(s) 取引,協定,取り扱い とりひき,きょうてい,とりあつかい

38 décor 内装,装飾 ないそう,そうしょく

39 delay(s) 遅れ,延期 おくれ,えんき

40 departure(s) 出発 しゅっぱつ

41 diameter(s) 直径 ちょっけい

42 dimension(s) 面積 めんせき

43 eel(s) うなぎ

44 electrical appliance(s) 電気器具 でんききぐ

45 emergency(-ies) 緊急事態 きんきゅうじたい

46 erosion 土地の浸食(川,波,風で) とちのしんしょく(かわ,なみ,かぜで)

47 erruption(s) 火山の爆発 かざんのばくはつ

48 exchange rate(s) 為替相場,レート かわせそうば,レート

49 exploration(s) 探検 たんけん

50 fare(s) 料金 りょうきん

51 festival(s) 祭り まつり

52 fuel 燃料 ねんりょう

53 insurance 保険 ほけん

54 itinerary(-ies) 旅行日程 りょこうにってい

55 landing(s) 着陸 ちゃくりく

56 language(s) 言語 げんご

57 latitude 緯度 いど

58 lava 溶岩 ようがん

59 layover(s) 途中下車(立ち寄り) とちゅうげしゃ(たちより)

60 local time 現地時刻 げんちじこく

61 longitude 経度 けいど

62 metal-detector(s) 金属探知機 きんぞくたんちき

63 monument(s) 記念碑 きねんひ

64 mural(s) 壁画 へきが

65 navigation(s) 航行,航海,航海術 こうこう,こうかい,うかいじゅつ

66 palette(s) パレット

67 patronage 後援,ひいき こうえん,ひいき

68 pillar(s) 支柱 しちゅう

69 platter(s) 一枚の皿にいろんな料理の盛り付け いちまいのさらにいろんなりょうりのもりつけ

70 policy(-ies) 方針 ほうしん

71 position(s) 位置 いち

72 procedure(s) 方法,処置,手順 ほうほう,しょち,てじゅん

73 proposal(s) 提案,計画 ていあん,けいかく

74 quality(-ies) 質 しつ

75 quantity(-ies) 量 りょう

76 religion(s) 宗教 しゅうきょう

77 rent(s) 家賃 やちん

78 sculpture(s) 彫刻,彫像 ちょうこく,ちょうぞう

79 security dog(s) 警察犬 けいさつけん

80 signature(s) サイン,署名 サイン,しょめい

81 souvenir(s) お土産 おみやげ

82 statue(s) 像 ぞう

83 symbol(s) シンボル,象徴 シンボル,しょうちょう

84 tax -on a bill 税金 ぜいきん

85 temperature 気温 きおん

86 theft(s) 盗み ぬすみ

87 tip(s) チップ(心づけ) チップ(こころづけ)

88 transmission(s) 変速装置 へんそくそうち

89 transport 交通手段,運送 こうつうしゅだん,うんそう

90 turbulence 乱流 らんりゅう

91 update(s) 最新情報 さいしんじょうほう
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92 vehicle(s) 乗り物 のりもの

93 view(s) 風景,観察,意見 ふうけい,かんさつ,いけん

94 weather 天気,天候 てんき,てんこう

95 X-ray(s) レントゲン

VERBS
1 to accept-D 受けいれる うけいれる

2 to acknowledge-D 認知する にんちする

3 to adjust-D 調整する ちょうせいする

4 to adopt-D 採用する さいようする

5 to advertise-D 広告する こうこくする

6 to advise-D 勧める,忠告する すすめる,ちゅうこくする

7 to agree-D 賛成する さんせいする

8 to allow-D [allow~] 許可する きょかする,~させる

9 to amuse-D 楽しませる たのしませる

10 to announce-T 発表する はっぴょうする

11 to answer-D [to reply-D] 答える こたえる

12 to anticipate-D 予想する よそうする

13 to apologize-D 謝る あやまる

14 to appear-D 現れる,出る あらわれる,でる

15 to apply-D 適用する,申し込む てきようする,もうしこむ

16 to appoint-D 指名する,任命する しめいする,にんめいする

17 to appreciate-D 感謝する かんしゃする

18 to approve-D 認める みとめる

19 to arrive-D 到着する,着く とうちゃくする,つく

20 to ask-T [to inquire-D] 尋ねる,聞く たずねる,きく

21 to assist-D 補助する ほじょする

22 to assume-D 思い込む,仮定する おもいこむ,かていする

23 to attach-T 付ける つける

24 to bargain-D 値切る ねぎる

25 to bark-T [to howl-D] 吠える ほえる

26 to be at war 戦争中 せんそうちゅう

27 to be awarded-D 授与する じゅよする

28 to be bound for~ ～行きの ～いきの

29 to be concerned 心配する しんぱいする

30 to be crowded 込む こむ

31 to be defeated 負かされる まかされる

32 to be enough 足りる たりる

33 to be exhausted 疲れきる つかれきる

34 to be fed up with 飽きる あきる

35 to be glad [to be happy] 喜ぶ よろこぶ

36 to be in time 間に合う(時間に) まにあう(じかんに)

37 to be in trouble 困る こまる

38 to be interested in [to have interest] 興味を持つ きょうみをもつ

39 to be late 遅れる おくれる

40 to be lost [to get lost] 迷う まよう

41 to be missing 無くなる,消える なくなる,きえる

42 to be mobbed 強盗に遭う ごうとうにあう

43 to be nervous [to be tense] 緊張する きんちょうする

44 to be patient 我慢する がまんする

45 to be related to 関係する かんけいする

46 to be satisfied 満足する まんぞくする

47 to be tired 疲れる つかれる

48 to be wrong 間違う まちがう

49 to become angry 怒る おこる

50 to become empty 空く すく,あく

51 to begin-began-begun [to start-D] 始まる,始める はじまる,はじめる

52 to bend-bent-bent 曲がる,曲げる まがる,まげる

53 to bite-bit-bitten 噛む かむ
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54 to bleed-bled-bled 血が出る ちがでる

55 to block-T [to hinder-D, interrupt-D/disturb-D, interfere-D] 邪魔をする じゃまをする

56 to bloom-D 咲く さく

57 to boil-D 煮る にる

58 to borrow-D 借りる かりる

59 to break-broke-broken 壊す,壊れる こわす,こわれる

60 to breathe-D [to inhale-D] 吸う すう

61 to bring-brought-brought 持ってくる/いく もってくる/いく

62 to build-built-built 建てる たてる

63 to bump-T into 衝突する,偶然に出会う しょうとつする,ぐうぜんにであう

64 to burn-D/burnt-burnt 燃やす もやす

65 to calculate-D 計算する けいさんする

66 to call-D 呼ぶ よぶ

67 to cancel a contract 契約を解約する けいやくをかいやくする

68 to cancel-D 中止する ちゅうしする

69 to capture-D [to arrest-D] 捕まえる つかまえる

70 to carry-D [to transport-D] 運ぶ はこぶ

71 to catch-caught-caught 取る とる

72 to caution-D 注意する ちゅういする

73 to change-D 変える,変化する かえる,へんかする

74 to cheat-D [to deceive-D] 騙す だます

75 to choose-chose-chosen 選ぶ えらぶ

76 to clean-D 掃除をする,洗う そうじをする,あらう

77 to close-D [to shut-shut-shut] 閉まる,閉める しまる,しめる

78 to collapse-T 倒す,倒れる たおす,たおれる

79 to collect-D [to gather-D] 集める,集まる あつめる,あつまる

80 to command-D 命令する めいれいする

81 to commit suicide 自殺をする じさつをする

82 to commute-D 通勤する つうきんする

83 to compare-D 比べる くらべる

84 to compensate-D [to recompence-T] 償う つぐなう

85 to complain-D 不平/文句を言う ふへい/もんくをいう

86 to compliment-D [to praise-D] 褒める ほめる

87 to compromise-D 妥協する だきょうする

88 to comp-T 無料にする,埋め合わせる むりょうにする,うめあわせる

89 to confirm-D 確認する かくにんする

90 to consider-D 考える かんがえる

91 to construct-D 建設する,工事する けんせつする,こおじする

92 to consult-D 相談をする そうだんをする

93 to contact-D [to get in touch with] 連絡する れんらくする

94 to continue-D 続く,続ける つづく,つづける

95 to convince-T 説得する せっとくする

96 to cooperate with 協力する きょうりょくする

97 to counsel-D 忠告する ちゅうこくする

98 to cover-D かける

99 to crack-T [to split-split-split] 割る,割れる わる,われる

100 to cross-T [to go across] 渡る わたる

101 to cure-D 治す,治る なおす,なおる

102 to cut 切る きる

103 to damage-D 壊す,壊れる こわす,こわれる

104 to debate-D 議論をする ぎろんをする

105 to decide-D 決める,決まる きめる,きまる

106 to declare-D -at customs 申告する しんこくする

107 to decline-D 辞退する じたいする

108 to decorate-D [to display-D] 飾る かざる

109 to decrease-T [to reduce-T, to lessen-D] 減らす,減る へらす,へる

110 to delay-D [to extend-D] 遅らす,延ばす,延期する おくらす,のばす,えんきする

111 to demand-D 要求する ようきゅうする

Page 6



No English Kanji Furigana
112 to deny-D 否定する ひていする

113 to depart-D 出発する しゅっぱつする

114 to destroy-D 壊す,壊れる こわす,こわれる

115 to detour-D [to bypass-T] 迂回する うかいする

116 to develop-T 発展する はってんする

117 to disagree-D [to differ-D] 異なる ことなる

118 to disappear-D [to vanish-T] 消える,無くなる きえる,なくなる

119 to disembark-T 上陸する じょうりくする

120 to dislike-D 嫌う きらう

121 to divide-D 割る,別ける わる,わける

122 to do business 営業する えいぎょうする

123 to do one’s best [to fight-fought-fought] 頑張る がんばる

124 to do/work overtime 残業をする ざんぎょうをする

125 to drag-D 引きずる ひきずる

126 to drop-T 落とす おとす

127 to drop-T in [to stop-T by] 寄る よる

128 to edit-D 編集をする へんしゅうをする

129 to elect-D 選ぶ えらぶ

130 to embarrass-T 恥ずかしい思いをさせる はずかしいおもいをさせる

131 to employ-D 雇う やとう

132 to empty-D 空ける あける

133 to encourage-D [to cheer-D up] 励ます はげます

134 to end-D [finish-T] 終わる おわる

135 to enjoy-D [to take pleasure in] 楽しむ,喜ぶ たのしむ,よろこぶ

136 to enter-D [to go in, to join-D] 入る はいる

137 to entrust someone to do 任せる まかせる

138 to erase-T 消す けす

139 to erect-D まっすぐに建てる/建つ まっすくにたてる/たつ

140 to erupt-D 噴火する ふんかする

141 to escape-T [to run away] 逃げる にげる

142 to escort-D [to accompany-D] 付き添う つきそう

143 to evacuate-D 避難する ひなんする

144 to evaluate-D 評価する ひょうかする

145 to exceed-D 超える,～にまさる こえる,～にまさる

146 to exchange-D 取り替える とりかえる

147 to excite-D わくわくする,興奮する わくわくする,こうふんする

148 to exit-D 出る,退場する でる,たいじょうする

149 to expect-D 予期する よきする

150 to expire-D 切れる きれる

151 to explore-D 探検する たんけんする

152 to export-D 輸出する ゆしゅつする

153 to extend-D [to stretch-T] 伸ばす,伸びる のばす,のびる

154 to extinguish-D 消す,消される けす,けされる

155 to faint [to lose consciousness] 気絶する きぜつする

156 to fall down [to slip-T] 転ぶ ころぶ

157 to fall-fell-fallen 落ちる おちる

158 to fasten-D 締める しめる

159 to feel at ease 安心する あんしんする

160 to feel-felt-felt 感じる かんじる

161 to find-found-found 見つける みつける

162 to fire-D 首にする くびにする

163 to fit-fit-fit 合う あう

164 to fix-T 直す なおす

165 to flow-D 流れる ながれる

166 to focus on something [to concentrate-D] 集中する しゅうちゅうする

167 to forbid-forbade-forbidden 禁止する きんしする

168 to force-D 強制をする きょうせいをする

169 to forecast-D 予想する よそうする
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170 to forget-forgot-forgotten 忘れる わすれる

171 to forgive-forgave-forgiven 許す ゆるす

172 to frequent-D しばしば訪れる しばしばおとずれる

173 to frighten-D おびえさせる

174 to garnish with 付け合わせる,飾る つけあわせる,かざる

175 to get a job/position 就職する しゅうしょくする

176 to get in/on [to board-D] 乗る のる

177 to get intoxicated [to get drunk] 酔う よう

178 to get out/off 降りる おりる

179 to get used to 慣れる なれる

180 to give back [to return-D] 戻す もどす

181 to give up [to quit-quit-quit] 　 辞める やめる

182 to give-gave-given　　 渡す あげる,わたす

183 to go abroad 海外に行く かいがいにいく

184 to go down [to descend-D] 下る,降りる くだる,おりる

185 to go forward [to advance-T] 進む すすむ

186 to go on a business trip 出張する しゅっちょうする

187 to go out 出かける でかける

188 to go sightseeing 観光する かんこうする

189 to go up [to rise-rose-risen] 上がる,登る あがる,のぼる

190 to grab-D わしづかむ

191 to graduate-D 卒業する そつぎょうする

192 to greet-D 挨拶する あいさつする

193 to grill-D, to burn-D 焼く やく

194 to guarantee-D 保障する ほしょうする

195 to guide-D 案内する あんないする

196 to hang-hung-hung かける

197 to happen-D 起こる おこる

198 to hate-D [to detest-D] 憎む にくむ

199 to have a conversation 会話する かいわする

200 to have a meeting 会議をする かいぎをする

201 to have/has-had-had ある(有る),持つ ある,もつ

202 to heal-D 治す,治る なおす,なおる

203 to help-T 手伝う てつだう

204 to hesitate-D 遠慮する えんりょする,ためらう

205 to hide-hid-hidden 隠れる かくれる

206 to hope for 期待する きたいする

207 to ignore-D 無視する むしする

208 to imagine-D 想像する そうぞうする

209 to import-D 輸入する ゆにゅうする

210 to improve-D 改良する かいりょうする

211 to include-D 含む ふくむ

212 to increase-T 増える, 増やす ふえる,ふやす

213 to injure-D [to hurt-hurt-hurt] 怪我をする,怪我をさせる けがをする,けがをさせる

214 to inspect-D [to examine-D, to check-T] 検査をする,調べる けんさをする,しらべる

215 to inspire-D 刺激する しげきする

216 to install-D 導入する どうにゅうする

217 to insult-D 無礼なことをする/言う ぶれいなことをする/いう

218 to intend-D つもりである

219 to interpret-D 通訳する,訳す つうやくする,やくす

220 to interrogate-D 取り調べる とりしらべる

221 to interrupt-D [to disturb-D] 邪魔をする じゃまをする

222 to invent-D 発明すること はつめいすること

223 to involve-D 巻き込む まきこむ

224 to judge-D 判断する はんだんする

225 to keep watch [to stand guard] 見張る みはる

226 to keep/have an eye on [to watch-T, to guard-D] 監視する かんしする

227 to kidnap-T [to abduct-D] 誘拐する ゆうかいする
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228 to knock down [to defeat-D] 倒す たおす

229 to knock-T 叩く たたく

230 to laugh-T [to smile-D] 笑う,微笑む わらう,ほほえむ

231 to launder-D 洗濯する,洗う せんたくする,あらう

232 to lay-laid-laid 敷く,置く しく,おく

233 to lead-led-led 導く みちびく

234 to learn-D/learnt-learnt 習う ならう

235 to leave in someone’s care/charge 預ける あずける

236 to leave-left-left 残す,去る のこす,さる

237 to lend-lent-lent 貸す かす

238 to let-let-let 許す,させる ゆるす,させる

239 to lie-lay-lain 横になる よこになる

240 to light-lit-lit -fire 点ける(火を) つける(ひを)

241 to line up 並べる,並ぶ ならべる,ならぶ

242 to link-T 結ぶ むすぶ

243 to live in [to reside-D] 住む すむ

244 to load-D -something into a car 載せる(荷物を車に) のせる(すにもつをくるまに)

245 to lock-T (鍵を)かける (かぎを)かける

246 to lodge-D [to accommodate] 宿泊する しゅくはくする

247 to look-T up [to check up] 調べる しらべる

248 to lose -something/someone 失う,無くす うしなう,なくす

249 to lose-lost-lost 負ける まける

250 to love-D 恋をする こいをする

251 to lower-D 下げる さげる

252 to maintain-D 維持する,保守する いじする,ほしゅする

253 to make ～する/作る ～する/つくる

254 to make a mistake 間違える まちがえる

255 to make an appointment   予約する よやくする

256 to manufacture-D 生産する せいさんする

257 to match-T 合わせる あわせる

258 to mean-meant-meant 意味する いみする

259 to measure-D 計る はかる

260 to memorize-D 暗記する あんきする

261 to misunderstand-misunderstood-misunderstood 誤解する ごかいする

262 to mix-T 混ぜる まぜる

263 to modify-D [to alter-D] 変更する へんこうする

264 to motivate-D 刺激する しげきする

265 to move 動く,動かす うごく,うごかす

266 to multiply-D かける,倍にする かける,ばいにする

267 to need-D [to require-D] 要る いる

268 to negotiate-D 交渉する こうしょうする

269 to obey-D 守る まもる

270 to open-D 開ける,開く あける,ひらく

271 to operate on 手術をする しゅじゅつをする

272 to oppose-D 反対する はんたいする

273 to order-D 注文する ちゅうもんする

274 to oversleep(-slept) [to get up late] 寝坊する ねぼうする

275 to pack-T 包む つつむ

276 to participate-D 参加する さんかする

277 to pass away [to lose someone by death] 亡くなる なくなる

278 to pass through 通る とおる

279 to pass to [to give-gave-given] 渡す わたす,あげる

280 to pay for damages 弁償する べんしょうする

281 to pay-paid-paid 払う はらう

282 to permit-D 許す ゆるす

283 to persuade-D 説得する せっとくする

284 to pick up someone 迎えにいく むかえにいく

285 to play hooky さぼる
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286 to possess-T 所有する しょゆうする

287 to postpone-D 延期する えんきする

288 to practice-T 練習する れんしゅうする

289 to predict-D 予言する よげんする

290 to prefer-D [to like-T]　 好む このむ

291 to prepare-D 準備する じゅんびする

292 to prevent-D 妨げる,予防する さまたげる,よぼうする

293 to produce-T 作る,生産する,制作する つくる,せいさんする,せいさくする

294 to prohibit-D 禁止する きんしする

295 to promise-T 約束する やくそくする

296 to protect-D 守る まもる

297 to publish-D 発表する,出版する はっぴょうする,しゅっぱんする

298 to put in 入れる いれる

299 to put on [to pour-D] かける

300 to quit-quit-quit [to resign-D]　 辞める やめる

301 to raise-D [to lift-D] 持ち上げる もちあげる

302 to rebuild-rebulit-rebuilt 建て直す たてなおす

303 to receive-D  もらう

304 to recommend-D 勧める すすめる

305 to recover-D 回復する かいふくする

306 to reform-D [to reorganize-D] 改革する かいかくする

307 to refuse-D [to reject-D] 断る ことわる

308 to regard-D 評価する,よろしくとのこと ひょうかする,よろしくとのこと

309 to reminisce-T 想い出を語る おもいでをかたる

310 to remove-D 取る とる

311 to repair-D [to fix-T] 修理する しゅうりする

312 to replace-T [to renew-D] 取り替える とりかえる

313 to reply-D 返事をする へんじをする

314 to report-D 報告する ほうこくする

315 to request-D 依頼する,頼む いらいする,たのむ

316 to research-T 研究をする けんきゅうをする

317 to reserve-D [to book-T]   予約する よやくする

318 to respect-D 尊敬する そんけいする

319 to restore-D 回復する,元に戻す かいふくする,もとにもどす

320 to retire-D 引退する いんたいする

321 to return-D 戻る,戻す,返品する もどる,もどす,へんぴんする

322 to return-D -somewhere 帰る かえる

323 to ride-rode-ridden 乗る のる

324 to roar-D 吠える ほえる

325 to ruin-D 損なう そこなう

326 to save -money 節約する せつやくする

327 to save-D [to help-T] 助ける,助かる たすける,たすかる

328 to schedule-D [to plan-D] 計画する けいかくする

329 to scold-D 叱る しかる

330 to search-T 探す さがす

331 to sell-sold-sold 売る うる

332 to separate-D 別ける,離れる わける,はなれる

333 to serve food 盛る もる

334 to settle in 落ち着く おちつく

335 to shake-shook-shaken 揺れる,振る ゆれる,ふる

336 to shorten-D ちじめる

337 to show-showed-showed 見せる みせる

338 to sign-D -a contract [to make -a contract/deal] 契約する けいやくする

339 to smell/smelt-smelt 臭う におう

340 to smoke-T 吸う すう

341 to snap-T [to break-broke-broken] 切れる きれる

342 to speculate-D 考え込む かんがえこむ

343 to spoil-D 損なう そこなう
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344 to spread, [to expand-D] 広がる,発展する ひろがる,はってんする

345 to stay overnight 泊まる,泊める とまる,とめる

346 to step on 踏む ふむ

347 to stop-T [to cease-T] 止める,止まる とめる,とまる

348 to stow-D しまい込む,詰め込む,積み込む しまいこむ,つめこむ,つみこむ

349 to strike-struck-struck 叩く たたく

350 to study abroad 留学する りゅうがくする

351 to submit-D [to turn/hand in] 提出する ていしゅつする

352 to suggest-D 提案する ていあんする

353 to support-D 援助する えんじょする

354 to survey-D 調査する ちょうさする

355 to suspect-D 疑う うたがう

356 to take charge 担当する たんとうする

357 to take out 出す,外す だす,はずす

358 to take -somebody somewhere 連れていく つれていく

359 to take somebody’s place 交代する こうたいする

360 to take time 時間をかける じかんをかける

361 to take-took-taken [to get-got-got/gotten] 取る;持っていく とる;もっていく

362 to tap-T 叩く たたく

363 to taxi (an airplane) タキシングする(飛行機が) タキシングする(ひこうきが)

364 to tell-told-told 伝える つたえる

365 to test-D [to examine-D] 試験をする しけんをする

366 to think-thought-thought 思う おもう

367 to throw up, to vomit-D 吐く はく

368 to tidy-D [to put in order] 片付ける かたづける

369 to tie-D 結ぶ むすぶ

370 to tow away (a vehicle) 引くこと(乗り物をロープで) ひくこと(のりものをロープで)

371 to train-D 訓練する くんれんする

372 to transfer job 転勤する てんきんする

373 to transfer-D 乗り換える のりかえる

374 to translate-D 翻訳する,訳す ほんやくする,やくす

375 to travel-D 旅行する りょこうする

376 to trouble-D [to inconvenience-T] 迷惑をかける めいわくをかける

377 to trust-D [to rely on] 信頼する しんらいする

378 to turn off [to switch off] 消す,切る けす,きる

379 to turn on [to switch on] 付ける,付く つける,つく

380 to turn-D 曲がる,曲げる まがる,まげる

381 to understand-understood-understood 理解する,分かる りかいする,わかる

382 to unlock-T 開ける,開く あける,ひらく

383 to vacate-D 空ける,空く あける,あく

384 to weigh-D 計る はかる

385 to welcome-D 迎える むかえる

386 to wish for 望む のぞむ

387 to work hard [to make an effort] 努力する どりょくする

388 to work-T [to make a living] 仕事をする,働く しごとをする,はたらく

389 to worry-D 悩む,心配する なやむ,しんぱいする

390 to worship-T 拝む おがむ

391 to wrap-T 包む つつむ

ADJECTIVES
1 abstract 抽象的な ちゅうしょうてきな

2 accurate 正確な せいかくな

3 advanced [high-level] 上級の じょうきゅうの

4 agreeable 同意が得られる どういがえられる

5 airborne 空輸の くうゆの

6 allergic アレルギー性の,大嫌いな アレルギーしょうの,だいきらいな

7 amateurish 素人の、未熟な、下手な しろうとの,みじゅくな,へたな

8 ancient 古代の こだいの

9 annoying 腹立たしい はらだたしい
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10 appropriate 適切な てきせつな

11 artificial 人工的な じんこうてきな

12 automatic 自動的な じどうてきな

13 available 入手できる,利用できる にゅうしゅできる,りようできる

14 awkward　 ぎこちない

15 brave 勇敢な ゆうかんな

16 brave 気強い きずよい

17 businesslike 事務的な じむてきな

18 clumsy　 不器用な ぶきような

19 comfortable 快適な かいてきな

20 compact コンパクトな

21 complicated 複雑な ふくざつな

22 confusing まぎらわしい

23 conscientious 良心的な りょうしんてきな

24 conservative 保守的な ほしゅてきな

25 convenient [useful]　 便利な べんりな

26 cooperative 協力的な きょうりょくてきな

27 current 現在の げんざいの

28 damp 湿っぽい しめっぽい

29 depressing [blue] 憂うつな ゆううつな

30 detailed 詳細な しょうさいな

31 disagreeable 同意できない どういできない

32 distasteful 嫌な,嫌いな いやな,きらいな

33 economical 経済的な けいざいてきな

34 educational 教育的な きょういくてきな

35 effective 有効な ゆうこうな

36 efficient 有能な,能率的な ゆうのうな,のうりつてきな

37 elegant 優雅な ゆうがな

38 elusive 理解しにくい,捕まえにくい りかいしにくい,つかまえにくい

39 enthusiastic 熱心な ねっしんな

40 exclusive 除いて,高級な,限定的 のぞいて,こうきゅうな,げんていてき

41 generous 寛大な,気前の良い かんだいな,きまえのよい

42 guilty 有罪の/怪しい ゆうざいの/あやしい

43 harmless 無害な むがいな

44 hazardous [dangerous, risky] 危険な きけんな

45 horrible [terrifying, horrifying] 恐ろしい おそろしい

46 humane 人道的な じんどうてきな

47 illegal 不法な ふほうな

48 impressive 印象的な いんしょうてきな

49 incomprehensible 不可解な ふかかいな

50 inconvenient -situation 不都合な,不便な ふつごうな,ふべんな

51 indigenous 特有の(その土地の) とくゆうの(そのとちの)

52 innocent 純粋な じゅんすいな

53 insufficient 不十分な ふじゅうぶんな

54 intellectual 知的な ちてきな

55 intriguing 興味をそそる きょうみをそそる

56 invalid 有効でない ゆうこうでない

57 invaluable 非常に貴重な ひじょうにきちょうな

58 jealous [envious] うらやましい

59 latest 最新の さいしんの

60 legal 法的な ほうてきな

61 logical 論理的な ろんりてきな

62 miserable 不幸な, 不幸な,わびしい,みじめな

63 mysterious 不思議な ふしぎな

64 natural 自然な しぜんな

65 nice [great, wonderful] 素敵な すてきな

66 old-fashioned 古風な こふうな

67 original 本来の,原物の,独創的な ほんらいの,げんぶつの,どくそうてきな
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68 painful 痛い いたい

69 permanent 永久の,永続する えいきゅうの,えいぞくする

70 physical [concrete] 物質の ぶっしつの

71 poisonous 有毒な ゆうどくな

72 polite [well-mannered] 丁寧な ていねいな

73 primitive 原始的な げんしてきな

74 private 私的な してきな

75 professional プロフェッショナルな

76 progressive 進歩的な しんぽてきな

77 public 公共的な こうきょうてきな

78 punctual 正確な,几帳面な せいかくな,きちょうめんな

79 reasonable -price 手ごろな てごろな

80 recent 最近の さいきんの

81 regrettable 後悔させる,残念な こうかいさせる,ざんねんな

82 relaxed くつろいだ

83 relieved 安心な あんしんな

84 remote 離れた はなれた

85 rough -texture ざらざらした

86 satisfactory 満足な まんぞくな

87 selfish 勝手な かってな

88 smooth 滑らかな なめらかな

89 spacious [vast] 広大な こうだいな

90 specific 特定の,はっきりした とくていの,はっきりした

91 stubborn 頑固な がんこな

92 substantial 実質的な じっしつてきな

93 suffering [painful, torturous] 苦しい くるしい

94 suitable 相応しい ふさわしい

95 temporary 一時的な いちじてきな

96 timid [faint-hearted] 気弱い きよわい

97 tough [hard, difficult]  辛い つらい

98 undercooked 焼き足らない(料理が) やきたらない(りょうりが)

99 unexpected 意外な いがいな

100 unfair 不公平な ふこうへいな

101 unfortunate 残念な ざんねんな

102 unlimited 無限の むげんの

103 unpleasent 不愉快な ふゆかいな

104 unreasonable 不合理な ふごうりな

105 valid 有効な ゆうこうな

106 valuable 貴重な,重宝な きちょうな,じゅうほうな

107 wasteful 無駄な むだな

108 worthless 価値の無い かちのない

ADVERBS
Time, Quantity and Degree

1 a little while ago, a little before (immediate past) 先ほど さきほど

2 a little/few, a bit, a little bit 少し すこし

3 a lot of, many/much 沢山 たくさん

4 about~, more or less~  ～ぐらい

5 afterward, later (near future) 後で あとで

6 all, everyone 皆 みな、みんな

7 all, fully 全部,すべて ぜんぶ,すべて

8 almost, roughly  だいたい

9 already  もうすでに

10 approximately, about 約 やく

11 barely ほんの少し,かろうじて ほんのすこし,かろうじて

12 before, ahead of (near past) ～の前に ～のまえに

13 enough 十分に じゅうぶんに

14 especially 特に とくに

15 extremely, very 大変 たいへん
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16 first 先ず まず

17 for a while  しばらく

18 full, a lot of  いっぱい

19 immediately, at once, right away 早速 さっそく

20 in advance, beforehand 前もって まえもって

21 just now, a moment ago たった今 たったいま

22 lastly, finally 最後に さいごに

23 more~, less~/-er  もっと

24 most~/least~, -est 一番~ いちばん~

25 mostly, almost all ほとんど

26 next 次 つぎ

27 not at all(-), totally(+) 全然 ぜんぜん

28 not much, very  あまり

29 not necessarily, not always, not exactly, not completely 必ずしも～ではない かならずしも～ではない

30 nothing but~  ～ばかり

31 only~  ～だけ

32 perhaps, I suppose たしか～

33 prior 前の まえの

34 probably, most likely 多分 たぶん

35 shortly, before long 間もなく まもなく

36 soon, shortly  もうすぐ

37 still, not yet  まだ

38 too, also  ～も

39 truly 実に じつに

40 very, terribly (-)  とても

Manner and Circumstance
1 as expected  やっぱり

2 by myself, alone 一人で ひとりで

3 clearly  はっきりと

4 definitely 確実に,明確に かくじつに,めいかくに

5 efficiently 効果的に,能率的に こうかてきに,のうりつてきに

6 exactly, perfectly  ぴったりと

7 firmly  しっかりと

8 fluently 流暢に りゅうちょうに

9 fortunately 幸い さいわい

10 gently, softly, quietly  そっと

11 gradually 段々と だんだんと

12 just, right, exactly, precisely 丁度 ちょうど

13 not especially 別に～でない べつに～でない

14 on the way 途中 とちゅうで

15 one after another, in succession 続々と ぞくぞくと

16 patiently 根気よく こんきよく

17 properly  きちんと

18 quickly 急いで いそいで

19 rapidly どんどんと

20 really, truthfully 本当に ほんとうに

21 refreshing  すっきりと

22 slowly  ゆっくりと

23 surely, for sure  きっと

24 unfortunately あいにく

25 well, thoroughly  よく

26 with, together 一緒に,ともに いっしょに,ともに

27 without fail, certainly, surely 必ず かならず
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EXPRESSIONS/IDIOMS/INTERJECTIONS/FILLERS

1 After you. お先にどうぞ おさきにどうぞ

2 Be careful. Look out. Watch out. 気をつけて きをつけて

3 Certainly. かしこまりました,もちろん

4 Congratulations. おめでとう

5 Don't mention it. Not at all. That's all right. 構わないです かまわないです

6 Excuse me. I'm sorry. すみません

7 Farewell. さようなら

8 Good luck. Do your best. 頑張ってください がんばってください

9 Here~ it is./you are./you go. どうぞ

10 I beg your pardon. I'm sorry. Excuse me. 失礼しました しつれいしました

11 I'm home. ただいま

12 I'm leaving/going. 行ってきます いってきます

13 I'm sorry to hear that. That's~ too bad./terrible./a pity. 残念です ざんねんです

14 I'm sorry. Excuse me. ごめんなさい

15 Is that so? Really?/I see. そうですか？/なるほど

16 My condolences. お悔やみ申し上げます おくやみもうしあげます

17 No problem. 問題ない もんだいない

18 No thank you./That is fine. 結構です/要りません けっこうです/いりません

19 Of course. もちろん

20 Please accept my deepest apologies. 申し訳ありません もうしわけありません

21 Please come again. またどうぞ またどうぞ

22 See you later. また後で またあとで

23 Sorry to disturb you. お邪魔します おじゃまします

24 Take care of~ yourself./your health. お大事に おだいじに

25 Take care. Come back safely. 行ってらっしゃい いってらっしゃい

26 Thank you very much. どうもありがとうございます/～ました

27 Thank you. どうもありがとう

28 Thanks for asking. お蔭様で おかげさまで

29 Thanks. どうも

30 Welcome home. お帰りなさい おかえりなさい

31 Welcome. ようこそ

32 Welcome. May I help you? いらっしゃいませ

33 With pleasure. 喜んで よろこんで

34 You are welcome. どういたしまして

1  'A piece of cake', ' As easy as pie.' 朝飯前 あさめしまえ

2  'be well suited for', 'be right for' 肌に合う はだにあう

3  'Covering all the bases.' 根回し ねまわし

4  'Give a helping hand.' 一肌脱ぐ ひとはだぬぐ

5  'Go in one ear and out the other.' 馬耳東風 ばじとうふう

6  'It's raining cats and dogs.' 土砂降りである どしゃぶりである

7  'Jam-packed',  'Packed in like sardines.' すし詰め すしづめ

8  'Lend a hand.' 手を貸す てをかす

9  'Long time no see.' お久しぶりですね おひさしぶりですね

10  'Make up one's mind.' 腹を決める はらをきめる

11  'No matter what', 'Under any circumstances.' 何があっても なにがあっても

12  'Silence is golden.' 言わぬが花 いわぬがはな

13  'Time flies.' 光陰矢のごとし こういんやのごとし

14  'to have second thoughts.' 二の足を踏む にのあしをふむ

15  'to save the day.' 渡りに船 わたりにふね

16  'Two heads are better than one.' 三人寄れば文珠の知恵 さんにんよればもんじゅのちえ

17  'When it rains it pours.' 泣き面に蜂 なきtるらにはち

18  'Wishful thinking.' 雲をつかむよう くもをつかむよう

1 Ahh!, Yikes!, Oh! あっ！びっくりした！

2 Ahh-ha!, Ah! あった！

3 Bless you! (くしゃみをした人に言う) (くしゃみをしたひとにいう)

4 No way!, No!, It's impossible. だめ！,無理です だめ！,むりです

5 Nope. Uh-uh. いや～
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6 Oh! あらっ！

7 Really?/!, No kidding?/! まさか？/！

8 Uh-oh! あーあ！

9 Well. そう,まぁね

10 What?, Ooh! えっ？/！

11 Wow! わっ！

12 Yeah., Uh-huh. うん、そうだね

1 Hm., Mm., Um., Uh. えっ

2 Hmm..., Mmm..., Umm..., Uhh... えー...

3 I guess..., I wonder... ～かな？

4 Let me see... えーとですね...

5 Let's see..., Well... えーと...

NUMBERS
Cardinal Numbers

1 0  zero, nothing, nil ０、零 ゼロ、れい

2 10  ten 十 じゅう、とう

3 100  one hundred 百 ひゃく

4 1,000  one thousand 千 せん

5 10,000  ten thousand (一)万 いちまん

6 100,000  one hundred thousand 十万 じゅうまん

7 1,000,000  one million 百万 ひゃくまん

8 10,000,000  ten million (一)千万 いっせんまん

9 100,000,000  one hundred million (一)億 いちおく

10 1,000,000,000  one billion 十億 じゅうおく

11 10,000,000,000  ten billion 百億 ひゃくおく

12 100,000,000,000  one hundred billion (一)千億 いっせんおく

13 1,000,000,000,000  one trillion (一)兆 いっちょう

14 10,000,000,000,000  ten trillion 十兆 じゅっちょう

15 100,000,000,000,000  one hundred trillion 百兆 ひゃくちょう

16 1,000,000,000,000,000  one 'zillion' (一)千兆　 いっせんちょう　　　 

17 infinity 無限 むげん

Length
1 1 mile = 1.6 kilometers マイル

2 1 yard = 0.9 meters (metre) ヤード

3 1 feet = 30.48 centimeters フィート

4 1 inch = 25.4 millimeters インチ

Weight 
1 1 ton = 0.9 metric tons トン

2 1 pound = 0.45 kilograms ポンド

3 1 ounce = 28.34 grams オンス

Volume
1 1 gallon = 3.78 liters (litre) ガロン

2 1 gallon = 128 ounces オンス

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

Time
1 1 century = 100 years 一世紀 いっせいき

2 1 decade = 10 years 十年間 じゅうねんかん

3 1 year = 12 months 一年間 いちねんかん

4 1 month = 4 weeks 一ヶ月 いっかげつ

5 1 week = 7 days 一週間 いっしゅうかん

6 1 day = 24 hours 一日 いちにち

7 1 hour = 60 minutes 一時間 いちじかん

8 1 minute = 60 seconds 一分 いっぷん

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