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Elementary Japanese Listening Materials 
 
I. ORGANIZATION 
 
Each lesson of the Elementary Japanese Listening Materials consists of three parts: 
 
 (A) Dialog 
 (B) Vocabulary 
 (C) Listening Exercises 
 
For each lesson, the bookmarks pane (on the left) lists (i) lesson number, (ii) script, (iii) 
vocabulary, and (iv) (listening) exercises. Some lessons include additional materials. You can 
select any section in any order. Clicking a speaker icon on each page will start the default audio-
player program of your computer, and you can hear the listening material. All audio files on this 
CD are in MP3 format. If your computer does not play the files, please consult your operating 
system manual. 
 
II. HOW TO USE THE LISTENING MATERIALS 
 
A. Dialog 
When you click on a lesson number in the bookmarks pane, the corresponding dialog comic strip 
page opens. Click on the speaker icon on the upper right-hand side of the page and listen to the 
dialog. It is recommended that you study the dialogs in three steps: 
 
(1) Listen to the lesson’s entire dialog, trying to understand the situation and the overall topic of 

the conversation. 
(2) Listen to each utterance in a dialog, trying to learn pronunciation and intonation. It is 

strongly recommended that you listen to each utterance multiple times and imitate it. Use the 
pause and playback functions of your audio-player program. 

(3) Listen to the entire dialog again, making sure that you thoroughly understand its content. 
 
If you are unable to recognize some speech sounds or not sure what an utterance means, you can 
click on the script bookmark to see the text accompanied by its English translation. 
 
B. Vocabulary 
Click on the vocabulary bookmark to see and listen to the corresponding vocabulary list. You 
will hear individual words in Japanese, each of which is followed by its English translation. 
There are two ways to use the vocabulary section: 
 
(1) Listen to the recording, following along with the vocabulary list on the screen. In this way, 

you can learn the relationships and develop the associations among the pronunciation, pitch 
accent, and the written form of each vocabulary item. Pay special attention to long vowels, 
long consonants, complex consonants, and the moraic nasal consonant (ん). 

(2) Listen to the recording without looking at the vocabulary list on the screen, making sure that 
you understand the meaning of each Japanese word. You can test how well you have learned 
each word. Use the pause button of your audio-player program after each Japanese word if 
you need more interval. 

 
C. Listening Exercises 
Exercise bookmarks open a listening exercises page, displaying the answer sheet of each lesson. 
(You can print a hard copy of the answer sheet, if you prefer.) By clicking speaker icons, you can 
listen to short dialogs and questions about them for listening comprehension practice. All the 
dialogs and questions have been composed using the grammatical constructions and the 
vocabulary items which have been introduced in the corresponding lesson or in those preceding 
it, so you should be able to understand the material. After studying each lesson, test your 
listening comprehension using this CD. If you are a self-learner, you can purchase the 
Elementary Japanese Teacher’s Guide, which provides the answer keys. 
 
III. UNIFIED VOCABULARY LIST 
 
This CD contains consolidated lists of vocabulary (Japanese-to-English and English-to-Japanese) 
from Lessons 1-14, both as PDF files and as an Excel spreadsheet. You can search a word or 
phrase in either format. In addition, you can sort the vocabulary in the Excel file, which is 
particularly convenient when you are writing an essay and you can see all of the verbs that you 
have already learned. First, click the top-left cell to highlight all cells. Next, click on Sort under 
the Data pull-down menu. Then specify the column(s) by which you would like to sort the data. 



Elementary Japanese 
 
Lesson 1 
 
(1a) DAILY EXPRESSIONS 
 

1. In the Morning 
a.  がくせい： おはようございます。 

 gakusei Ohayō gozaimasu. 
 student Good Morning. 

 
 せんせい： おはようございます。 
 sensei Ohayō gozaimasu. 
 teacher Good Morning. 

8:00 A.M. 

 
b.  がくせい A： おはよう。 

 gakusei A Ohayō. 
 student A Good Morning. 
 
 がくせい B： おはよう。 
 gakusei B Ohayō. 
 student B Good Morning. 

8:00 A.M. 

 
 2. In the Afternoon 
  がくせい： こんにちは。 

 gakusei Konnichiwa. 
 student Good Day／Hello／Hi. 
 
 せんせい： こんにちは。 
 sensei Konnichiwa. 
 teacher Good Day／Hello／Hi. 

3:00 P.M. 

 
 3. In the Evening 
  がくせい A： こんばんは。 

 gakusei A Konbanwa. 
 student A Good Evening. 
 
 がくせい B： こんばんは。 
 gakusei B Konbanwa. 
 student B Good Evening. 

 
 4. Parting 

7:00 P.M. 

a.  せんせい： さようなら。 
 sensei Sayōnara. 
 teacher Good Bye. 
 
 がくせい A： さようなら。 
 gakusei A Sayōnara. 
 student A Good Bye. 
 

  がくせい B： しつれいします。 
 gakusei B Shitsurei shimasu. 
 student B Good Bye／Excuse me. 
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b.  がくせい A： さようなら。 
 gakusei A Sayōnara. 
 student A Good bye. 
 
 がくせい B： じゃ、またあした。 じゃ   well then 
 gakusei B Ja, mata ashita.   また   again 
 student B See you tomorrow.  あした  tomorrow 

 
 5. Thanking 
  がくせい： どうもありがとうございます。 

 gakusei Dōmo arigatō gozaimasu. 
 student Thank you very much. 
 
 せんせい： どういたしまして。 
 sensei Dō itashimashite. 
 teacher You’re welcome. 

 
 6. Apologizing 
  がくせい： すみません。 

 gakusei Sumimasen. 
 student I’m sorry. 
 
 せんせい： いいえ。 
 sensei Īe. 
 teacher No, (that’s okay). 

 
 7. At a Meal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 いただきます。
 Itadakimasu. 

  
 
 ごちそうさま(でした)。
 Gochisōsama (deshita). 

 
 8. At Night 
 がくせい A： おやすみ(なさい)。 

gakusei A Oyasumi (nasai). 
student A Good night. 
 
がくせい B： おやすみ(なさい)。 
gakusei B Oyasumi (nasai). 
student B Good night. 

 
 

(1b) CLASSROOM EXPRESSIONS 
 
1. せんせい： 

sensei 
teacher 

いっしょにいってください。 
Isshoni itte kudasai. 
Please say it together. 

いっしょに together 
いってください please say 
 
 

2. せんせい： もういちどいってください。 
Mō ichido itte kudasai. 
Please say it again. 

もういちど one more time 
 
 
 

3. せんせい： 
sensei 
teacher 

よくきいてください。 
Yoku kiite kudasai. 
Please listen (to me) carefully. 
 

よく well 
きいてください please listen 
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4. せんせい： かいてください。 
Kaite kudasai. 
Please write it down. 
 

 
 
 

5. せんせい： よんでください。 
Yonde kudasai. 
Please read it. 
 

 

6. せんせい： 
sensei 
teacher 
がくせい： 
gakusei 
student 

わかりましたか↑。 
Wakarimashita ka? 
 
はい、わかりました。 
Hai, wakarimashita. 
 
 

Have you understood (it)? 
(≈ Do you understand? 
↑indicates rising intonation.) 
Yes, I’ve understood (it). 
(≈ Yes, I understand.) 

7. せんせい： 
 
がくせい： 

わかりましたか↑。 
Wakarimashita ka? 
わかりませんでした。 
Wakarimasendeshita. 
もういちどおねがいします。 
Mō ichido onegai shimasu. 
 

Have you understood (it)? 
(≈ Do you understand?) 
I haven’t understood (it). 
(≈ I don’t understand.) 
Once more, please. 

8. がくせい： せんせい、すみません。 
Sensei, sumimasen. 
わかりません。 
Wakarimasen. 

Excuse me, Sensei. 
 
I don’t understand. 

 
 
(1c) SELF INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miller： わたしは Jimmy Miller です。
 Watashi wa Jimmy Miller desu. 
 おなまえは↑。 
 Onamae wa? 
 
Son： わたしは Amy Son です。 
 Watashi wa Amy Son desu. 
 
Miller： はじめまして。 
 Hajimemashite. 
 どうぞよろしく。 
 Dōzo yoroshiku. 
 
Son： はじめまして。 
 Hajimemashite. 
 どうぞよろしく。 
 Dōzo yoroshiku. 

I’m Jimmy Miller. 
 
What’s your name? 
 
 
I’m Amy Son. 
 
 
How do you do? 
 
Nice to meet you. 
 
 
How do you do? 
 
Nice to meet you. 

  
 
Son： ごせんもんは↑。 
 Gosenmon wa? 
 
Kim： にほんごです。 
 Nihongo desu. 
 
 

 
 
What’s your major? 
 
 
It’s Japanese. 
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Elementary Japanese 
 
New Vocabulary 
Lesson 1 
 
おなまえ name (respectful) 
がくせい student 
ごせんもん major (respectful) 
せんせい teacher 
せんもん major 
 

なまえ name 
にほんご Japanese language 
ひらがな hiragana 
わたし I ⁄ me 
  

 



     Appendix B List of College Majors      
 
 
Accounting かいけいがく kaikeigaku 会計学 
Agriculture のうがく nōgaku 農学 
Animal Husbandry ちくさんがく chikusangaku 畜産学 
Anthropology じんるいがく jinruigaku 人類学 
Archaeology こうこがく kōkogaku 考古学 
Architecture けんちくがく kenchikugaku 建築学 
Art びじゅつ bijutsu 美術 
Art History びじゅつし bijutsushi 美術史 
Astronomy てんもんがく tenmongaku 天文学 
Astrophysics てんたいぶつりがく tentai-butsurigaku 天体物理学 
Aviation こうくうがく kōkūgaku 航空学 
Bacteriology さいきんがく saikingaku 細菌学 
Biochemistry せい(ぶつ)かがく sei(butsu)-kagaku 生(物)化学 
Biology せいぶつがく seibutsugaku 生物学 
Biophysics せい(ぶつ)ぶつりがく sei(butsu)-butsurigaku 生(物)物理学 
Botany しょくぶつがく shokubutsugaku 植物学 
Business Administration けいえいがく keieigaku 経営学 
Chemical Engineering かがくこうがく kagaku-kōgaku 化学工学 
Chemistry かがく kagaku 化学 
Chinese Literature ちゅうごくぶんがく chūgoku-bungaku 中国文学 
Civil Engineering どぼくこうがく doboku-kōgaku 土木工学 
Cognitive Science にんちかがく ninchi-kagaku 認知科学 
Comparative Literature ひかくぶんがく hikaku-bungaku 比較文学 
Computer Science コンピューターサイエンス

じょうほうこうがく 
konpyūtā-saiensu 
jōhō-kōgaku 

 
情報工学 

Criminology はんざいがく hanzaigaku 犯罪学 
Dentistry しがく shigaku 歯学 
Drama えんげき engeki 演劇 
Earth Scince ちがく chigaku 地学 
East Asian Studies ひがしアジアけんきゅう higashi-ajia kenkyū 東アジア研究 
Ecology せいたいがく seitaigaku 生態学 
Economics けいざいがく keizaigaku 経済学 
Education きょういくがく kyōikugaku 教育学 
Electrical Engineering でんしこうがく 

でんきこうがく 
denshi-kōgaku 
denki-kōgaku 

電子工学 
電気工学 

Engineering こうがく kōgaku 工学 
English Literature えいぶんがく ei-bungaku 英文学 
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Entomology こんちゅうがく konchūgaku 昆虫学 
Environmental Sciences かんきょうがく kankyōgaku 環境学 
Ethnic Studies みんぞくがく minzokugaku 民族学 
Film Studies えいががく eigagaku 映画学 
Fisheries すいさんがく suisangaku 水産学 
Forestry りんがく ringaku 林学 
French Literature ふつぶん(がく) futsu-bun(gaku) 仏文(学) 
Gender Studies ジェンダーけんきゅう jendā kenkyū ジェンダー研究

Genetics いでんがく idengaku 遺伝学 
Geography ちりがく chirigaku 地理学 
Geology ちしつがく chishitsugaku 地質学 
Geophysics ちきゅうぶつりがく chikyū-butsurigaku 地球物理学 
German Literature ドイツぶんがく doitsu-bungaku ドイツ文学 
Gerontology ろうねんがく rōnengaku 老年学 
Health Science けんこうがく kenkōgaku 健康学 
History れきし・しがく rekishi/shigaku 歴史・史学 
Home Economics かせいがく kaseigaku 家政学 
Horticulture えんげいがく engeigaku 園芸学 
Humanities じんぶんかがく jinbunkagaku 人文科学 
Hygiene えいせいがく eiseigaku 衛生学 
Information Sciences じょうほう(か)がく jōhō(ka)gaku 情報(科)学 
International Relations こくさいかんけい(ろん) kokusai-kankei(ron) 国際関係(論) 
Italian Literature イタリアぶんがく itaria-bungaku イタリア文学 
Japanese Literature にほんぶんがく nihon-bungaku 日本文学 
Journalism しんぶんがく shinbungaku 新聞学 
Korean Literature かんこくぶんがく kankoku-bungaku 韓国文学 
Latin American Literature ちゅうなんべいぶんがく chūnanbei-bungaku 中南米文学 
Law ほうりつ(がく)・ほうがく hōritsu(gaku)/hōgaku 法律(学)・法学

Library Science としょかんがく toshokangaku 図書館学 
Linguistics げんごがく gengogaku 言語学 
Literature ぶんがく bungaku 文学 
Mathematics すうがく sūgaku 数学 
Mechanical Engineering きかいこうがく kikai-kōgaku 機械工学 
Medical Science いがく igaku 医学 
Medieval Studies ちゅうせいがく chūseigaku 中世学 
Meteorology きしょうがく kishōgaku 気象学 
Middle Eastern Studies ちゅうとうがく chūtōgaku 中東学 
Mining/Mineral Engineering こうざんこうがく kōzan-kōgaku 鉱山工学 
Molecular Biology ぶんしせいぶつがく bunshi-seibutsugaku 分子生物学 
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Music おんがく ongaku 音楽 
Neuroscience のうかがく nō-kagaku 脳科学 
Nuclear Engineering げんし(りょく)こうがく genshi(ryoku)-kōgaku 原子(力)工学 
Nutritional Science えいようがく eiyōgaku 栄養学 
Nursing かんごがく kangogaku 看護学 
Oceanography かいようがく kaiyōgaku 海洋学 
Optometry けんがんがく kengangaku 検眼学 
Pharmaceutical Sciences やくがく yakugaku 薬学 
Philosophy てつがく tetsugaku 哲学 
Physical Education たいいくがく taiikugaku 体育学 
Physics ぶつりがく butsurigaku 物理学 
Physiology せいりがく seirigaku 生理学 
Political Science せいじがく seijigaku 政治学 
Psychology しんりがく shinrigaku 心理学 
Public Policy こうきょうせいさく kōkyō-seisaku 公共政策 
Religious Studies しゅうきょうがく shūkyōgaku 宗教学 
Rhetoric しゅうじがく shūjigaku 修辞学 
Science かがく kagaku 科学 
Seismology じしんがく jishingaku 地震学 

Slavic Literature ロシアぶんがく roshia-bungaku ロシア文学 

Social Welfare (しゃかい)ふくしがく (shakai)fukushigaku (社会)福祉学 
Sociology しゃかいがく shakaigaku 社会学 
Soil Science どじょうがく dojōgaku 土壌学 
Spanish Literature スペインぶんがく supein-bungaku スペイン文学 
Statistics とうけいがく tōkeigaku 統計学 
Theater えんげき engeki 演劇 
Tourism かんこうがく kankōgaku 観光学 
Toxicology どくぶつがく dokubutsugaku 毒物学 
Urban Studies としがく toshigaku 都市学 
Veterinary Medicine じゅういがく jūigaku 獣医学 
Women’s Studies じょせいがく joseigaku 女性学 
Zoology どうぶつがく dōbutsugaku 動物学 
 
 

   

Undeclared まだわかりません。 I still don’t know. 
 mada wakarimasen. 
 まだきめていません。 I haven’t decided yet. 
 mada kimeteimasen. 
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Elementary Japanese 
 
Listening Exercises 
Lesson 1 
 
 
 Section  Name  
 

 You will hear nine dialogs. Choose the picture that best represents each conversation, and 
indicate your choice by writing the letter in the spaces below. 
 
A.  B.  C. 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
D.  E. F. G. 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
H. I. J. 
 
 
 
 
 
 

  

 
Example: B 
1.  4.  7.  
2.  5.  8.  
3.  6.  9.  
 

8:00 A.M. 7:00 P.M. 11:00 P.M.

2:30 P.M. How do you do?
How do you do?



Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

あっ、わたしので

す。すみません。 

すみません。これはど

なたのほんですか。

① 
ここはにほんご

１００のクラス

ですか。 

②
はい、そう

です。 

 
 
 
 

 

はじめまして、

エイミー・ソン

です。 

はじめまして、

ジミー・ミラー

です。 

③ 
ソンさんのご

せんもんはな

んですか。 

④

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さんねんせ

いです。ソン

さんは。 

そうですか。

なんねんせ

いですか。 

⑤ ⑥

わたしはコンピ

ューターサイエ

ンスです。 

わたしのせんもん

はけいざいがくで

す。ミラーさんは。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あのかたもにほんご

のがくせいですか。 
⑦ ⑧

そうですか。

だいがくいん

せいですか。 

わたしはだ

いがくいん

せいです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ、そう

ですか。 

いいえ、あのかたはい

しかわせんせいです。

わたしたちのにほんご

のせんせいです。 

⑨ 

 



Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 2 
 
 
① ミラー： ここはにほんご１００のクラスですか。 
   Is this the Japanese 100 class? 
 ソン： はい、そうです。 
   Yes, it is. 
② ミラー： すみません。これはどなたのほんですか。 
   Excuse me. Whose book is this? 
 ソン： あっ、わたしのです。すみません。 
   Oops, it’s mine. I’m sorry. 
③ ミラー： はじめまして、ジミー・ミラーです。 
   Nice to meet you. I’m Jimmy Miller. 
 ソン： はじめまして、エイミー・ソンです。 
   Nice to meet you. I’m Amy Son. 
④ ミラー： ソンさんのごせんもんはなんですか。 
   What’s your major, Ms. Son? 
⑤ ソン： わたしのせんもんはけいざいがくです。ミラーさんは。 
   My major is economics. What about you, Mr. Miller? 
 ミラー： わたしはコンピューターサイエンスです。 
   Mine is computer science. 
⑥ ソン： そうですか。なんねんせいですか。 
   I see. What year are you? 
 ミラー： さんねんせいです。ソンさんは。 
   I’m a 3rd year student. What about you, Ms. Son? 
⑦ ソン： わたしはだいがくいんせいです。 
   I’m a graduate student. 
 ミラー： そうですか。だいがくいんせいですか。 
   Oh, you’re a graduate student. 
⑧ ミラー： あのかたもにほんごのがくせいですか。 
   Is she (that person) a student in our Japanese class, too? 
⑨ ソン： いいえ、あのかたはいしかわせんせいです。わたしたちのにほんごの     

せんせいです。 
   No, she’s Ishikawa-sensei. (She’s) our Japanese teacher. 
 ミラー：あ、そうですか。 
   Oh, is that so? 
 



Elementary Japanese 
 
New Vocabulary 
Lesson 2 
 
～たち (plural indicator for 

people) 
あそこ place over there 
あなた you 
アパート apartment 
あれ that one, those ones 
いちねんせい 1st-year student 
えいご English 
えんぴつ pencil 
おとこ male 
おんな female 
かた person (respectful) 
カタカナ katakana 
クラス class 
くるま car 
けいざいがく Economics 
ここ here 
これ this one 
コンピューター computer 
サイエンス science 
ざっし magazine 
さんねんせい 3rd-year student 
じしょ dictionary 
しゃしん photograph 
しんぶん newspaper 
そこ there 
それ that one 
だいがく college, university 
だいがくいんせい graduate student 
だいがくせい undergraduate student
だれ who 

テキスト textbook 
どこ where 
としょかん library 
どなた who (respectful) 
どれ which one 
なん what 
なんねんせい what-year student 
にねんせい 2nd-year student 
ひと person 
ビル building 
ペン pen 
ボールペン ballpoint pen 
ほん book 
よねんせい 4th-year student 
りょう dormitory 
わたしたち we 
  
いしかわ Ishikawa 
ウォン Wong 
エイミー Amy 
エグザミナー Examiner 
きょうと Kyoto 
サンフランシスコ San Francisco 
ジミー Jimmy 
ソン Son 
タイムズ Times 
にほん Japan 
ニューヨーク New York 
バークレー Berkeley 
ブラウン Brown 
ミラー Miller 

 



 

Elementary Japanese 
 
Listening Exercises 
Lesson 2 
 
 
 Section  Name  
 
 

 You will hear five short dialogs. For each dialog, you will hear the question, then the dialog, 
then the question again. Finally you will hear the answer choices. Please choose the best answer. 
 
 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C D 

 3. A B C  

 4. A B C  

 5. A B C  

 



Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 3 
 
 

ソンさん、このだいが

くににほんごのとし

ょかんがありますか。

ええ、あり

ますよ。 

①  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②
どこにあり

ますか。 

にほんごプログラ

ムのビルのとなり

にあります。 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

あのう、にほんごプロ

グラムのビルはどれで

すか。 

あのビルです。 
③ ④

あ、そうですか。

だいがくにゆう

びんきょくもあ

りますか。

いいえ、ありません。でも、

ゆうびんきょくはだいがくの

ちかくにありますよ。 

⑤ ⑥ そうですか。

ありがとうご

ざいます。 
あっ、あそこにこや

まさんがいます。こ

やまさんはわたしの

ルームメートです。 

⑦ ⑧
どのひとですか。

ああ、あのひと

ですか。 

あのおんなの

ひとです。 



Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 3 
 
 
① ミラー： ソンさん、このだいがくににほんごのとしょかんがありますか。 
   (Lit.) Son-san, is there a special library for Japanese books at this university? 
   Son-san, does this university have a special library for Japanese books? 
 ソン： ええ、ありますよ。 
   Yes, there is / Yes, it does. 
② ミラー： どこにありますか。 
   Where is it? 
 ソン： にほんごプログラムのビルのとなりにあります。 
   It’s next to the building where the Japanese Program office is. 
③ ミラー： あのう、にほんごプログラムのビルはどれですか。 
   Ummm, which one is the Japanese Program office? 
 ソン： あのビルです。 
   That building. 
④ ミラー： あ、そうですか。だいがくにゆうびんきょくもありますか。 
   Oh, I see. Is there a post office on campus, too? 
⑤ ソン： いいえ、ありません。でも、ゆうびんきょくはだいがくのちかくにあり    

ますよ。 
   No, there isn’t. But there’s one near campus. 
⑥ ミラー： そうですか。ありがとうございます。 
   I see. Thank you. 
 ソン： あっ、あそこにこやまさんがいます。こやまさんはわたしのルームメート

です。 
   Oh, there’s Koyama-san over there. She’s my roommate. 
⑦ ミラー： どのひとですか。 
   Which person is she? 
⑧ ソン： あのおんなのひとです。 
   That woman over there. 
 ミラー： ああ、あのひとですか。 
   Oh, that person. 
 



Elementary Japanese 
 
New Vocabulary 
Lesson 3 
 
あります to exist (things) 
いす chair 
いち

一 one 

いぬ dog 
いぬごや doghouse 
います to exist (people, 

animals) 
いらっしゃいます to exist (respectful) 
うえ on, above 
うしろ back, behind 
うち house 
おてあらい toilet, lavatory 
オフィス office 
かばん briefcase 
カメラ camera 
きゅう・く

九 nine 

きょうしつ classroom 
ぎんこう bank 
ご

五 five 
さん

三 three 
し・よん

四 four 

した beneath, under, below
しち・なな

七 seven 
じゅう

十 ten 
せん

千 thousand 

そと outside 
ソファー sofa 
だれか someone 
だれも anyone 
ちかく vicinity 
つくえ desk 
テーブル table 
てがみ letter 
とけい watch, clock 
どこかに somewhere 

どこにも anywhere 
どなたか someone (respectful) 
どなたも anyone (respectful) 
となり next to 
なか inside 
なに what 
なにか something 
なにも anything 
に

二 two 

ねこ cat 
ノート notebook 
はち

八 eight 
ひゃく

百 hundred 

プログラム program 
ベッド bed 
へや room 
ほんや bookstore 
まえ front 
ゆうびんきょく post office 
よこ side 
ラジオ radio 
ルームメート roommate 
ろく

六 six 

 
カリフォルニア California 
きむら Kimura 
シカゴ Chicago 
ドイル Doyle 
パク Pak 
ホームズ Holmes 
やまだ Yamada 
ヤング Young 
ヨセミテ Yosemite 
リン Lin 
ワトソン Watson 

 
 



 

Elementary Japanese 
 
Listening Exercises 
Lesson 3 
 
 
 Section  Name  
 
 

I.  You will hear three short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Please choose the best answer(s). 

 
Example 
ブラウン： 

○A  B ○C  ○D  E 

  
 

1.  
やまだ： 
A B C D E 

 
  

 
 

2.  
ドイル： 
A B C D E 

  
 

 1



 

3.  
ヤング： 
A B C D E 

 
 

 
 

II.  You will hear three short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Listen to the dialog and question carefully and 
choose the appropriate letter from the map below. 

 
Example: A 2.     

 
1.      3.     

 
 

 

 2



 

III.  You will hear three short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Listen to each dialog carefully and choose the 
appropriate letter from the pictures below. 

 

 
 
 

Example: A 2.     
 

1.      3.     
 
 

 3
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一時にえきで

あいましょう。

はい、わかりまし

た。じゃ、たのし

みにしています。 

⑨ 

 
 
 
 
 
 
 

① ② いえ、かえりません。

ジムでうんどうをし

ます。ソンさんも何か

しますか。 

ミラーさん、い

ま、うちへかえ

りますか。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ③ ④

はい、わたしはこれか

らこやまさんとテニス

をします。ミラーさん

はしゅうまつ、何をし

ますか。 

あしたはとしょかんで

しゅくだいをします。で

も、日曜日にサンフラン

シスコへいきます。 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ ⑥へえ、サンフラン

シスコですか。何

でいきますか。 

日本まちで何を

しますか。 
かいものをしま

す。それから、  
えいがをみます。 

でんしゃでここからサンフ

ランシスコのダウンタウン

までいきます。そして、ダ

ウンタウンからバスで日本

まちへいきます。 
わあ、いい

ですね。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソンさんも、いっしょにい

きますか。日本ごのクラス

のウォンさんもジョーン

ズさんもいきますよ。 

ええっ、いい

ですか。 

⑦ 

何時にあい

ましょうか。 

⑧ ええ、いいですよ。

いっしょにいきま

しょう。 



 

Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 4 
 
 
① ソン： ミラーさん、いま、うちへかえりますか。 
  Miller-san, are you going home now? 

② ミラー： いえ、かえりません。ジムでうんどうをします。ソンさんも何
なに

かしますか。 
  No, not yet. I’m going to (go) exercise at the gym. Are you going to do something, 

too, Son-san? 
③ ソン： はい、わたしはこれからこやまさんとテニスをします。ミラーさんは     

しゅうまつ、
なに

何をしますか。 
  Yes, I’m going to play tennis with Koyama-san. (By the way,) what are you doing 

this weekend? 

④ ミラー： あしたはとしょかんでしゅくだいをします。でも、
にち

日
よう

曜
び

日にサン         
フランシスコへいきます。 

  I’m going to do homework at the library tomorrow. But on Sunday I’m going to 
San Francisco. 

⑤ ソン： へえ、サンフランシスコですか。何
なに

でいきますか。 
  Oh, (you’re going to) San Francisco? How will you get (go) there? 
 ミラー： でんしゃでここからサンフランシスコのダウンタウンまでいきます。    

そして、ダウンタウンからバスで
に

日
ほん

本まちへいきます。 
  I’ll take a train from here to San Francisco downtown. Then, I’ll take a bus to 

Japantown. 
⑥ ソン： 日本まちで何をしますか。 
  What are you going to do in Japantown? 
 ミラー： かいものをします。それから、えいがをみます。 
  I’m going to go shopping and then see a movie. 
 ソン： わあ、いいですね。 
  Wow, that’s great. 
⑦ ミラー： ソンさんも、いっしょにいきますか。日本ごのクラスのウォンさんも     

ジョーンズさんもいきますよ。 
  Will you come with me? Wong-san and Jones-san from Japanese class are also 

coming. 
 ソン： ええっ、いいですか。 
  Oh, would that be alright? 
⑧ ミラー： ええ、いいですよ。いっしょにいきましょう。 
  Sure, that’s fine. Let’s go there together. 

 ソン： 
なん

何
じ

時にあいましょうか。 
  What time shall we meet? 
⑨ ミラー： 一時にえきであいましょう。 
  Let’s get together (meet) at one o’clock at the station. 
 ソン： はい、わかりました。じゃ、たのしみにしています。 
  All right. Well then, I look forward to it. 



Elementary Japanese 
 
New Vocabulary 
Lesson 4 
 

Ｘ
じ

時 X o’clock 

Ｘ
ふん・ぷん

分 X minute(s) 

あいます to meet 
あさごはん breakfast 
あした tomorrow 
いきます to go 
いつ when 
いま now 
うんどう(します) exercise 
えいが movie 
えき station 
おちゃ tea 
かいもの(します) shopping 
かえります to go home 
かきます to write 
カフェテリア cafeteria 
か

火
よう

曜
び

日 Tuesday 

きます to come 
きょう today 
きん

金
よう

曜
び

日 Friday 
げつ

月
よう

曜
び

日 Monday 

コーヒー coffee 
コーラ cola 
ごご PM, afternoon 
ごぜん AM, morning 
ごはん cooked rice, meal 
コピー(します) copy 
じてんしゃ bicycle 
します to do 
ジム gymnasium 
しゅうまつ weekend 
しゅくだい homework 
すい

水
よう

曜
び

日 Wednesday 

スーパー supermarket 

(お)すし sushi 
そして and then 
それから after that 
ダウンタウン downtown 
たべます to eat 
テニス tennis 
デパート department store 
でも but 
テレビ TV 
でんしゃ train 
ともだち friend 
ど

土
よう

曜
び

日 Saturday 
にち

日
よう

曜
び

日 Sunday 
に

日
ほん

本まち Japantown 

のみます to drink 
(お)はし chopsticks 
バス bus 
はん

半 half 

ばんごはん dinner, supper 
ビール beer 
ひこうき airplane 
ひるごはん lunch 
プラン plan 
べんきょう（します） study 
まち town, city 
みます to see, watch 
もく

木
よう

曜
び

日 Thursday 

よみます to read 
れい example 
 
キム Kim 
ジョーンズ Jones 
しんかんせん Japanese bullet train 
ラウール Raoul 
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 Section  Name  
 
 

I.  You will hear five short dialogs. For each dialog you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Look at the pictures and choose the best 
answer. 

 
Example: 
 
 
 
 
 
A  ○B     C 
 
 

1.  

A            B        C    
 
 

2.  

A            B         C   
 
 

 1



 

3.  

A            B          C   
 
 

4.  

A                 B            C   
 
 

5.  

A              B             C   
 
 
 

II.  You will hear four short dialogs. Each dialog is followed by a question. Listen to each 
dialog and question carefully and choose the appropriate answer. 

 
Example: A  1:20  B  7:10  ○C   1:10 

1.   A  4:00  B  5:00  C  6:00 

2.   A  4 – 6:30  B  5 – 7:30  C  5:30 – 8:00 

3.   A  火曜日  B  水曜日  C  木曜日 

4.   A  9:00  B  9:30  C  10:00 
 

 2
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Lesson 5 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① ②
ああ、つか

れました。 ただいま。 
おかえりなさい。

今日、何をし

ましたか。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥

おやすみ

なさい。 

③

日本町 

④ミラーさんたちとサンフランシ

スコへ行きました。そして、日

本まちでえいがをみました。そ

れから、かいものをしました。

何をかい

ましたか。 本や CD など

をかいました。 

もう、ばんご

はんをたべ

ましたか。

はい、日本まち

で日本りょうり

をたべました。 

そうですか。チャ

イナタウンにも

行きましたか。 

いいえ、行きま

せんでした。 

⑤ 

そうですか。いいです

ねえ。あっ、もう十時

ですね。私はねます。

どうして

ですか。 

⑦ ⑧
明日のあさ、八時

からとしょかんで

しゅくだいをする

つもりですから。 たいへんです

ね。何のしゅく

だいですか。 

けいざいが

くです。 

⑨ 

じゃ、おやす

みなさい。 

そうですか。つかれまし

たから、私ももうすぐね

るつもりです。 



Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 5 
 
 
① ソン： ただいま。 
  I’m home. 

 
こ

小
やま

山： おかえりなさい。 
  Welcome back. 
② ソン： ああ、つかれました。 
  Oh, I’m so tired. 
 小山： 今日、何をしましたか。 
  What did you do today? 

③ ソン： ミラーさんたちとサンフランシスコへ
い

行きました。そして、日本まちで   
えいがをみました。それから、かいものをしました。 

  I went to San Francisco with Miller-san and the others. We saw a movie in 
Japantown. And we did some shopping. 

④ 小山： 何をかいましたか。 
  What did you buy? 

 ソン： 
ほん

本やCDなどをかいました。 
  Books and CDs and stuff. 
⑤ 小山： そうですか。チャイナタウンにも行きましたか。 
  I see. Did you go to Chinatown too? 
 ソン： いいえ、行きませんでした。 
  No, we didn’t. 
⑥ 小山： もう、ばんごはんをたべましたか。 
  Have you eaten dinner already? 
 ソン： はい、日本まちで日本りょうりをたべました。 
  Yes, we had Japanese food in Japantown. 

⑦ 小山： そうですか。いいですねえ。あっ、もう十時ですね。
わたし

私はねます。 
  Oh yeah? That’s good. Oh, it’s already 10 o’clock. I’m going to bed now. 
 ソン： どうしてですか。 
  Why? 

⑧ 小山： 
あした

明日のあさ、八時からとしょかんでしゅくだいをするつもりですから。 
  I plan to do some homework at the library tomorrow morning, starting at 8 

o’clock. 

 ソン： たいへんですね。
なん

何のしゅくだいですか。 
  That’s tough, isn’t it. What homework? 
 小山： けいざいがくです。 
  Economics. 
⑨ ソン： そうですか。つかれましたから、私ももうすぐねるつもりです。 
  I see. I’m tired, so I’m going to bed soon, too. 
 小山： じゃ、おやすみなさい。 
  Okay, good night. 
 ソン： おやすみなさい。 
  Good night. 
 



Elementary Japanese 
 
New Vocabulary 
Lesson 5 
 
あさ morning 
いち

一
がつ

月 January 
おきる    ㋸ to wake ⁄ get up 
おしえる    ㋸ to teach 
かう     ㋒ to buy 
きく     ㋒ to listen, ask 
きのう

昨日 yesterday 
く

九
がつ

月 September 
ご

五
がつ

月 May 
こんばん this evening 
(お)さけ alcoholic drink, 

Japanese sake 
さん

三
がつ

月 March 
し

四
がつ

月 April 
しち

七
がつ

月 July 
じゅう

十
いち

一
がつ

月 November 
じゅう

十
がつ

月 October 
じゅう

十
に

二
がつ

月 December 
ジョギング(する) jogging 
すぐ immediately, soon 
ステーキ steak 
せんしゅう last week 
たいへん tough 
たくさん a lot, many 
チャイナタウン Chinatown 
つかれる    ㋸ to get tired 
つくる    ㋒ to make 

つもり intention 
テスト(する) test, examination 
てんぷら tempura 
どうして why 
とる     ㋒ to take 
ドル dollar 
とんかつ pork cutlet 
に

二
がつ

月 February 
に

日
ほん

本りょうり Japanese cuisine 
ねる     ㋸ to go to bed 
はち

八
がつ

月 August 
ばん evening 
ハンバーガー hamburger 
ぶんがく literature 
まだ (not) yet 
もうすぐ soon 
りょうり(する) cuisine, cooking 
レストラン restaurant 
ろく

六
がつ

月 June 
ワイン wine 
 
アメリカ America 
オークランド Oakland 
タホ Tahoe 
チェン Chen 
マクドナルド McDonald’s 

 



 

 1

Elementary Japanese 
 
Listening Exercises 
Lesson 5 
 
 
 Section  Name  
 
 

I.  You will hear four short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Please choose the best answer(s). You may 
need to choose more than one answer for each question. 

 
Example: A B ○C  

      
 ラウールさん リンさん ジョーンズさん 

 

1.  
 A B C 
   
 
 
 
 
 

月 木 土



 

 2

2.  

 
 

3.  

 
 

4.     A       B 

     
 

はい         いいえ 
 

II.  You will hear two short dialogs. You will hear the question first, then the dialog, then 
the question again. Finally, you will hear the answer choices. Please choose the best answer. 

 
Example: A B ○C  
 

1.   A B C 
 

2.   A B C 
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Dialog 
Lesson 6 
 

ミラーさん、今晩、 
日本のえいがを見 
に行きませんか。 

ざんねんですが、

今晩、行くことは

できません。 

Ⓐ 
 

Ⓑ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

すうがく

です。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いえ、今晩はしないつも

りです。明日、中間しけ

んがあるんです。ですか

ら、としょかんでふくし

ゅうをするつもりです。 

でも、土曜日にともだち

の山本さんの家へあそ

びに行きます。山本さん

は日本人の留学生です。ソンさんもい

っしょに行き

ませんか。

そうですか。今晩も、

ジムでうんどうをす

るんですか。 

②

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

へえ、もう中間しけ

んですか。たいへん

ですね。何のしけん

ですか。 

③ ④ ⑤
そうですか。それじゃ、

えいがを見に行くこと

はできませんね。 

ええ、すみ

ません。 

⑥ 
今晩、何時までべん

きょうしますか。 

⑦十二時までする

つもりです 

それはたいへ

んですねえ。 

いいんで

すか。 

⑧ ⑨ 
じゃ、また土曜日

に。しけん、がん

ばってください。 

⑩
もちろんです

よ。いっしょに

行きましょう。



Elementary Japanese 
 
Dialog 
Lesson 6 
 
 

① ソン： ミラーさん、
こん

今
ばん

晩、日本のえいがを
み

見に行きませんか。 
  (Lit.) Miller-san, wouldn’t you like to go to see a Japanese movie this evening? 
  Miller-san, would you like to go see a Japanese movie tonight? 
 ミラー： ざんねんですが、今晩、行くことはできません。 
  Sorry, but I can’t go out tonight. 
② ソン： そうですか。今晩も、ジムでうんどうをするんですか。 
  Oh, are you going to go exercise at the gym again tonight? 
 ミラー： いえ、今晩はしないつもりです。明日、中間しけんがあるんです。です     

から、としょかんでふくしゅうをするつもりです。 
  No, not tonight. I have a midterm exam tomorrow. So, I plan to review at the 

library. 
③ ソン： へえ、もう中間しけんですか。たいへんですね。何のしけんですか。 
  A midterm exam already? That’s tough, isn’t it? What’s it in? 
④ ミラー： すうがくです。 
  Mathematics. 
⑤ ソン： そうですか。それじゃ、えいがを見に行くことはできませんね。 
  I see. Well then, you can’t go to see a movie, can you? 
 ミラー： ええ、すみません。 
  No, sorry. 
⑥ ソン： 今晩、何時までべんきょうしますか。 
  How late (Until what time) are you going to study tonight? 
 ミラー： 十二時までするつもりです。 
  I plan to study until midnight. 
 ソン： それはたいへんですねえ。 
  Sounds like a lot of work. 

⑦ ミラー： でも、土曜日にともだちの
やま

山
もと

本さんの
うち

家へあそびに行きます。山本さんは

日本人の
りゅう

留
がく

学
せい

生です。ソンさんもいっしょに行きませんか。 
  But on Saturday I’m going to visit my friend Yamamoto-san. Yamamoto-san is a 

foreign student from Japan. Would you like to come too? 
⑧ ソン： いいんですか。 
  Is it okay? 
⑨ ミラー： もちろんですよ。いっしょに行きましょう。 
  Of course. Let’s go together. 
⑩ ソン： じゃ、また土曜日に。しけん、がんばってください。 
  Okay, see you again on Saturday then. Good luck on your exam. 



Elementary Japanese 
 
Lesson 6 
New Vocabulary 
 

～
ご

語 suffix for a language 

～
じん

人 suffix for nationality 
あそぶ      ㋒ to play 

アメリカ
じん

人 American people 
およぐ      ㋒ to swim 
かえす      ㋒ to return something 
かさ umbrella 

カナダ
じん

人 Canadian people 
(お)かね money 
かりる      ㋸ to borrow 

かんこく
ご

語 Korean language 

かんこく
じん

人 Korean people 
がんばる      ㋒ to do one’s best 
キャンパス campus 
くつ shoes 
こうえん park 
ゴルフ golf 
こんど next time, this time 
さかな fish 
(お)さしみ raw fish 
ざんねん regrettable, regret 
しけん quiz, examination 
しつもん(する) question 
すうがく mathematics 
スキー ski 
すこし a little 
スパゲティ spaghetti 

スペイン
ご

語 Spanish language 
ちゅう

中
かん

間  midterm 

ちゅうごく
ご

語 Chinese language 

ちゅうごく
じん

人 Chinese people 
つかう      ㋒ to use 
テープ tape 
できる      ㋸ to be able to 
ですから therefore, so 

ドイツ
ご

語 German language 

ドイツ
じん

人 German people 
なつやすみ summer vacation 
に

日
ほん

本
じん

人 Japanese people 
パーティー party 
はな flower 
はなす      ㋒ to talk, speak 
ピアノ piano 
ひく       ㋒ to play a musical 

instrument 
ピクニック picnic 
ふくしゅう(する) review 
ふゆやすみ winter vacation 

フランス
ご

語 French language 

フランス
じん

人 French people 
また again 
(お)みせ shop, store 

メキシコ
じん

人 Mexican people 
もちろん of course 
りゅう

留
がく

学
せい

生 foreign student 

ロシア
ご

語 Russian language 

 
やま

山
もと

本 Yamamoto 
 



 

 1
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Listening Exercises 
Lesson 6 
 
 
 Section  Name  
 

 You will hear five short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then the 
dialog, then the question will be repeated. Please choose the best answer(s). You may need to 
choose more than one answer for each question. 
 

 
Example:   A    リンさんの       B    ブラウンさんの C     だいがくの 
              アパート               アパート           りょう 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.         A                        B                         C 

                         
 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.     A                         B                          C 

                         
 
 

4.  

 

5.  
 
 
 
 
 

 2
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① ②
あっ、ミラ

ーさん。 
山本さんのアパ

ートはここです。 山本さん、今晩は。こ

ちらはソンさんです。

わあ、大きい

ですねえ。 

そうですね。さあ、

入りましょう。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ③ ④ どうぞ。はじめまし

て。ソンです。 はい、しつれ

いします。 

はじめまして。

山本です。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

⑤ わあ、きれい

なへやです

ね。そして、

とてもしず

かですね。 

ええ。ここはとてもしず

かでいいです。でも、大

学からとおくて、ちょっ

とふべんです。ソンさん

の家はどうですか。

 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑥ ⑦私のアパートはキャンパスのちかくに

あります。とてもべんりです。でも、せ

まくてうるさいですから、家でべんきょ

うすることはできません。となりの家で

いつもパーティーがあるんです。 

そうですか。た

いへんですね。 
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① ミラー： 山本さんのアパートはここです。 
  (Lit.) Yamamoto-san’s apartment is here. 
  Here’s Yamamoto-san’s apartment building. 

 ソン： わあ、
おお

大きいですねえ。 
  Wow, it’s big, isn’t it? 

 ミラー： そうですね。さあ、
はい

入りましょう。 
  Yes, it is. Well, let’s go in. 
② 山本： あっ、ミラーさん。 
  Oh, Miller-san! 
 ミラー： 山本さん、今晩は。こちらはソンさんです。 
  Good evening, Yamamoto-san. This is Son-san. 
③ ソン： はじめまして。ソンです。 
  Nice to meet you. I’m Son. 
 山本： はじめまして。山本です。 
  Nice to meet you. I’m Yamamoto. 
④ 山本： どうぞ。 
  Please (come this way). 
 ミラーとソン：はい、しつれいします。 
  Thank you. 
⑤ ソン： わあ、きれいなへやですね。 
  (Lit.) Wow, it’s a beautiful room, isn’t it? 
  Wow, what a lovely room! 
 ソン： そして、とてもしずかですね。 
  And very quiet, too. 

 山本： ええ。ここはとてもしずかでいいです。でも、
だい

大
がく

学からとおくて、ちょっ

とふべんです。ソンさんの家はどうですか。 
  Yes, it is very quiet, so it’s nice here. But it’s far from campus, so it’s a little 

inconvenient. What about your place, Son-san? 
⑥ ソン： 私のアパートはキャンパスのちかくにあります。とてもべんりです。でも、

せまくてうるさいですから、家でべんきょうすることはできません。 
  My apartment is close to campus. (So,) it’s quite convenient. But because it’s 

small and noisy, I can’t study at home. 
 ソン： となりの家でいつもパーティーがあるんです。 
  (Lit.) There are always parties next door. 
  My next-door neighbor is always having parties. 
⑦ 山本： そうですか。 
  Is that so? 
 山本： たいへんですね。 
   (Lit.) That’s terrible, isn’t it? 
   What a pain that must be! 
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あか

明るい    ㋑ bright 
あし foot, leg 
あたま head 
あたら

新しい    ㋑ new 
あちら that direction 
あまり (not) much 
いい     ㋑ good 
いかが how (respectful) 
いじわる    ㋤ mean 
いつも always 
うるさい    ㋑ noisy 
おいしい    ㋑ delicious 
おお

大きい    ㋑ big, large 
おもしろい   ㋑ interesting 
かみ hair 
きたない    ㋑ dirty 
きれい    ㋤ clean, beautiful 
くち mouth 
くら

暗い     ㋑ dark 
ケーキ cake 
げんき    ㋤ energetic 
コース course 
こちら this direction 
しずか    ㋤ quiet 
しつれい    ㋤ rude 
しんせつ    ㋤ kind 
せ body height 
セール sale 
せまい    ㋑ narrow, small 
ぜんぜん (not) at all 
そちら that direction 
たか

高い     ㋑ expensive, high 
ちい

小さい    ㋑ small 
ちかい    ㋑ near 
ちょっと a little 
つまらない   ㋑ trivial, boring 

て hand, arm 
デモ demonstration 
どう how 
とおい    ㋑ far 
とても very 
どんな what kind of 
なが

長い     ㋑ long 

にぎやか    ㋤ lively 
はい

入る     ㋒ to enter 
はな nose 
ひくい    ㋑ low, short (height) 
ひろ

広い     ㋑ spacious, wide 
ふべん    ㋤ inconvenient 
ふまじめ    ㋤ not serious 
ふる

古い     ㋑ old 
べんり    ㋤ convenient 
まじめ    ㋤ serious 
まずい    ㋑ not tasty / yucky 
みじかい    ㋑ short (length) 
みみ ear 
むずかしい   ㋑ difficult 
め

目 eye 
やさしい    ㋑ easy, gentle 
やす

安い     ㋑ cheap, inexpensive 
ラボ laboratory 
 
ウィルソン Wilson 
おおさか(大阪) Osaka 
シン Singh 
スミス Smith 
とうきょう(東京) Tokyo 
まえだ Maeda 
やま

山
した

下 Yamashita 
ルイス Lewis 
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I.  You will hear two short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Please circle the appropriate picture or 
pictures. 

 
Example: 
 
         A                   ○B                ○C             ○D  

     
 
 

1.     A                 B                 C                     D 

                                        
 

 1



 

2.   A                  B                        C                  D 

    
 
 
 

II.  You will hear three short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Finally you will hear the answer choices. 
Please choose the best answer. 

 
 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 

 2
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じゃあ、ちょっと、

まって下さい。 

① 

ええ。父と母

は今、東京に

います。 

これは山本さんの

ごりょうしんの 
しゃしんですか。 

②
ご兄弟がいらっ

しゃいますか。 

ええ、兄が一人と妹が

二人います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

そうです。 

そうですか。じ

ゃ、山本さんは六

人かぞくですね。 

③ 
兄はニューヨークの大学でべ

んきょうしています。上の妹

は東京の大学の学生です。下

の妹はまだ高校生です。 

 

④

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥

ありがとうご

ざいます。で

も、今は、け

っこうです。 

そうですか。ところで、何か飲みま

せんか。ジュースはいかがですか。

⑤ 
いいですねえ。

私もことしのふ

ゆ、スキーをす

るつもりです。 

きょねんのふゆやすみに妹

たちがあそびに来ました。そ

れで、いっしょにタホへスキ

ーをしに行きました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑦ 

それじゃ、いた

だきます。 

そうですか。ミラ

ーさんは。 
⑧
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① ミラー： これは山本さんのごりょうしんのしゃしんですか。 
  Is this a picture of your parents, Yamamoto-san? 

 山本： ええ。
ちち

父と
はは

母は今、
とう

東
きょう

京にいます。 
  Yes, my father and mother are living in Tokyo now. 

② ソン： ご
きょうだい

兄弟がいらっしゃいますか。 
  Do you have any siblings? 
 山本： ええ、兄が一人と妹が二人います。 
  Yes, I have one older brother and two younger sisters. 
③ 山本： 兄はニューヨークの大学でべんきょうしています。上の妹は東京の大学の

学生です。下の妹はまだ
こう

高
こう

校
せい

生です。 
 My brother is studying at a university in New York. The older of my younger 

sisters is a student at a university in Tokyo. The younger one is still a high school 
student. 

④ ミラー： そうですか。じゃ、山本さんは
ろく

六
にん

人かぞくですね。 
  I see. So you have a six-person family, then. 
 山本： そうです。 
  That’s right.   
⑤ 山本： きょねんのふゆやすみに妹たちがあそびに来ました。それで、いっしょに

タホへスキーをしに行きました。 
  Last winter my sisters came to visit me, and we (all) went to Tahoe to go skiing. 
 ソン： いいですねえ。私もことしのふゆ、スキーをするつもりです。 
  That’s nice. I plan to go skiing this winter, too. 
⑥ 山本： そうですか。ところで、何か飲みませんか。ジュースはいかがですか。 
 Oh, you are? By the way, would you like to drink something? How about some 

juice? 
 ソン： ありがとうございます。でも、今は、けっこうです。 
  Thank you, but I’m fine right now. 
⑦ 山本： そうですか。ミラーさんは。 
  All right. What about you, Miller-san? 
 ミラー： それじゃ、いただきます。 
  (Lit.) Well then, I’ll have some. 
  Actually, I’ll have some thank you. 

⑧ 山本： じゃあ、ちょっと、まって
くだ

下さい。 
  Okay. Please wait a moment. 
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Ｘ
にん

人 (counter for people) 
あに

兄 older brother (plain) 
あね

姉 older sister (plain) 
あめ rain 
あるく    ㋒ to walk 
いただく    ㋒ to receive (respectful)
いもうと

妹 younger sister (plain) 
いもうと

妹 さん 
younger sister (resp) 

うた song 
うたう    ㋒ to sing 
おい nephew (plain) 
おいごさん nephew (respectful) 

お
かあ

母さん mother (respectful) 
おくさん wife (respectful) 
おこさん child (respectful) 
おじ uncle (plain) 
おじいさん grandfather (respect) 
おじさん uncle (respectful) 

お
とう

父さん father (respectful) 
おとうと

弟
younger brother 
(plain) 

おとうと

弟 さん younger brother (resp)

お
にい

兄さん older brother (respect)

お
ねえ

姉さん older sister (respect) 
おば aunt (plain) 
おばあさん grandmother (respect)
おばさん aunt (respectful) 
おまごさん grandchild (respect) 
かす     ㋒ to lend 
かぞく family (plain) 
かない wife (plain) 
きょうだい

兄弟 siblings (plain) 
きょねん last year 
けっこう fine, nice, wonderful 
こう

高
こう

校 high school 
こう

高
こう

校
せい

生 high school student 

ごかぞく family (respectful) 

ご
きょうだい

兄弟 siblings (respectful) 
ごしゅじん husband (respectful) 
ことし this year 
こども child (plain) 
ごりょうしん parents (respectful) 
しごと(する) job 
しぬ     ㋒ to die 
ジュース juice 
しゅじん husband (plain) 
そふ grandfather (plain) 
そぼ grandmother (plain) 
タクシー taxi 
ちち

父 father (plain) 
ところで by the way 
(しゃしんを)とる㋒ to take (a picture) 
なん

何
にん

人 how many people 
はは

母 mother (plain) 
はや

早い     ㋑ early 
ひと

一
り

人 one person 
ふた

二
り

人 two persons 
ふゆ winter 
ふる     ㋒ to fall (weather) 
まご grandchild (plain) 
まだ still 
まつ     ㋒ to wait 
めい niece (plain) 
めいごさん niece (respectful) 
もつ     ㋒ to have, hold 
よぶ     ㋒ to call, summon 
りょうしん parents (plain) 
 
シュミット Schmidt 
ふる

古
かわ

川 Furukawa 

やすかわ Yasukawa 
よこはま（横浜） Yokohama 
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 You will hear five short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then the 
dialog, then the question will be repeated. Finally you will hear the answer choices. Please 
choose the best answer. 
 
 

Example: A B C D 

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 4. A B C  

 5. A B C  
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何になさい

ますか。 私はとんかつ

にします。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ① ②
いいですね。ミラ

ーさんは何が好

きですか。 

あっ、もう十二時

ですね。おなかが

すきましたね。 

ええ。何か食

べに行きま

しょうか。 

私は何でも好き

ですが、ソンさん

はどうですか。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

③ ④私は日本りょうりが一番好

きです。でも、ちゅうかり

ょうりもとても好きです。 

そうですねえ、今日は、日

本りょうりの方がちゅうか

りょうりよりいいです。 

そうですか。今日

は、日本りょうりと

ちゅうかりょうり

とではどちらの方

がいいですか。 

じゃあ、日本りょ

うりを食べに行

きましょう。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

⑤ ⑥
いらっしゃいませ。

どうぞこちらへ。 

私はカレーライス

とコーラをおねが

いします。 
お茶を下さい。

お飲みものは。 ⑦ ⑧
はい。とんかつが一つと

カレーライスが一つと

コーラが一つ、そして 
お茶ですね。しょうしょ

うお待ち下さい。 
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① ソン： あっ、もう十二時ですね。おなかがすきましたね。 
  Oh, it’s already 12 o’clock. I’m hungry. (Aren’t you?) 
 ミラー： ええ。何か食べに行きましょうか。 
  Yes. Shall we go eat something? 
② ソン： いいですね。ミラーさんは何が好きですか。 
  Sure. What do you like? 

 ミラー： 私は
なん

何でも好きですが、ソンさんはどうですか。 
  I like anything. What about you, Son-san? 
③ ソン： 私は日本りょうりが一番好きです。でも、ちゅうかりょうりもとても

好きです。 
  I like Japanese food the most, but I also really like Chinese food. 
 ミラー： そうですか。今日は、日本りょうりとちゅうかりょうりとではどちら

の
ほう

方がいいですか。 
  Well, which do you prefer today, Japanese or Chinese food? 
④ ソン： そうですねえ、今日は、日本りょうりの方がちゅうかりょうりより  

いいです。 
  Well, today I guess I’d prefer Japanese over Chinese. 
 ミラー： じゃあ、日本りょうりを食べに行きましょう。 
  Let’s go eat Japanese food, then. 
 
(レストランで) 
⑤ ウェイター： いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。 
  Welcome. Right this way, please. 

⑥ ウェイター： 
なん

何になさいますか。 
  What would you like? 
 ソン： 私はとんかつにします。 
  I’ll have the pork cutlet. 
⑦ ウェイター： お飲みものは。 
  And to drink? 

 ソン： お
ちゃ

茶を下さい。 
  Tea, please. 
 ミラー： 私はカレーライスとコーラをおねがいします。 
  I’ll have curry rice and cola, please. 

⑧ ウェイター： はい。とんかつが
ひと

一つとカレーライスが一つとコーラが一つ、そして

お茶ですね。しょうしょうお
ま

待ち下さい。 
  Sure. That’s one pork cutlet, curry rice, cola, and tea, right? Please wait just 

a moment. 
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Ｘ
えん

円 X yen 

Ｘか
げつ

月 X month(s) 
Ｘこ X unit(s) (general) 
Ｘさつ X volume(s) of books

Ｘ
じ

時
かん

間 X hour(s) 
Ｘセント X cent(s) 
Ｘだい X machine(s) 
Ｘドル X dollar(s) 

Ｘ
ねん

年 X year(s) 
Ｘはい X cup(s), bowl(s), glass(es) 

Ｘ
ほん

本 X long, cylindrical thing(s)

Ｘまい X flat thing(s) 
Ｅメール email 
Ｔシャツ T-shirt 
イタリアりょうり Italian cuisine 
いち

一
ばん

番 first, best, number one
いつ

五つ 5 things 
ウィスキー whiskey 
ウェイター waiter 
え picture, drawing 
オーダー(する) order 
おかんじょう check (at a restaurant)
おなか stomach 
おねがい(する) request 
オレンジ orange 
おんがく music 
かく     ㋒ to draw 
カレーライス curry rice 
かわいい    ㋑ cute 
かんたん    ㋤ easy 
ギター guitar 
きょうかしょ textbook 
きらい    ㋤ dislike 
くだもの fruit 
クラシック classical music 
クラスメート classmate 
ここの

九つ 9 things 
ジャズ jazz 
じょう

上
ず

手     ㋤ good at 
す

好き     ㋤ like 

すきやき sukiyaki 
すく     ㋒ to become empty 
スポーツ sport 
そうじ(する) cleaning 
たのしい    ㋑ enjoyable, pleasant 
た

食べもの food 
ちず map 
ちゅうかりょうり Chinese cuisine 
デザート dessert 
どうぞ please 
とお

十 10 things 
とくい    ㋤ good at 
なさる    ㋒ to do (respectful) 
なな

七つ 7 things 
の

飲みもの drinks 
バスケットボール basketball 
はなし

話 talk, story 
はやい    ㋑ fast 
ハンサム    ㋤ handsome 
ハンドアウト handout 
ひと

一つ 1 thing 
ふた

二つ 2 things 
へた

下手     ㋤ bad at 
ほう

方 direction, side, way 
マグカップ mug 
みっ

三つ 3 things 
むっ

六つ 6 things 
やっ

八つ 8 things 
よっ

四つ 4 things 
りんご apple 
れんしゅう(する) practice 
ロック rock 
 
イギリス England 
ちゅう

中
ごく

国 China 

ボストン Boston 
ロサンゼルス（ロス）Los Angeles 
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dialog, then the questions will be repeated. Finally you will hear the answer choices. Please 
choose the best answer. 
 

Example: A B C  

 1. A B C D 

 2. A B C D 

 3. A B   

 4. A B C  

 5. A B C  
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① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ③ 
あ、ミラーさん。

おはようござい

ます。 

もしもし、山本

さんですか。ミ

ラーです。 

②
今、へやをそうじ

しています。明

日、東京から母が

来るんです。 

おはようございま

す。おいそがしい

ですか。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤  ⑥ 

 

④ 
ええ。ミラー

さんは。 
そうですか。た

いへんですね。

私は日本語のしゅくだいを

しているんですが、漢字がと

ても多いんです。それで、あ

まりよく分からないんです。

そうですか。じゃ

あ、いっしょに東

アジア図書館で

べんきょうしま

しょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑧ ⑨ 行ったことはあります

が、東アジア図書館でべ

んきょうしたことはあり

ません。いつもほかの図

書館でべんきょうしてい

ますから。 

ミラーさんは東

アジア図書館へ

行ったことがあ

りますか。 

今は閉まっています

が、一時に開きますよ。

⑦ 
いいですか。ありが

とうございます。で

も、今日は日曜日で

すね。図書館は開い

ていますか。 

 

⑩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑪ ⑫ 
そうですねえ、

あと二時間ぐら

いかかります。
今、十時

半です。

今何時ですか。

とけいをして

いませんから、

分からないん

です。 

そうですか。とこ

ろで、そうじはど

のぐらいかかり

ますか。 

私は今日、東アジ

ア図書館へ本を

かえしに行くつ

もりです。 

 

⑬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分かりました。す

みませんが、それ

では、一時におね

がいします。

そうですか。それ

じゃ、一時に図書

館の前で会いまし

ょうか。 
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① ミラー： もしもし、山本さんですか。ミラーです。 
  Hello, Yamamoto-san? This is Miller. 
 山本： あ、ミラーさん。おはようございます。 
  Oh, Miller-san. Good morning. 
② ミラー： おはようございます。おいそがしいですか。 
  Good morning. Are you busy? 
③ 山本： 今、へやをそうじしています。明日、東京から母が来るんです。 
  I’m cleaning my room now. My mother’s coming from Tokyo tomorrow. 
④ ミラー： そうですか。たいへんですね。 
  Really. I bet it’s a lot of work. 
 山本： ええ。ミラーさんは。 
  Yes. How about you? 

⑤ ミラー： 私は日本語のしゅくだいをしているんですが、
かん

漢
じ

字がとても
おお

多いんです。

それで、あまりよく
わ

分からないんです。 
  I’m doing my Japanese homework, but there are a lot of kanji, so I don’t 

understand it very well. 
⑥ 山本： そうですか。じゃあ、いっしょに東アジア図書館でべんきょうしましょう

か。 
  Is that so? Well, shall we study together at the East Asian Library? 
⑦ ミラー： いいですか。ありがとうございます。でも、今日は日曜日ですね。図書館

は
あ

開いていますか。 
  Would that be okay? Thank you. But today is Sunday … Is the library open? 

⑧ 山本： 今は
し

閉まっていますが、一時に開きますよ。ミラーさんは東アジア図書館

へ行ったことがありますか。 
  It’s closed right now, but it opens at 1 o’clock. Have you been to the East Asian 

Library? 
⑨ ミラー： 行ったことはありますが、東アジア図書館でべんきょうしたことはあり  

ません。いつもほかの図書館でべんきょうしていますから。 
  Yes, I’ve been there, but I’ve never studied there because I’ve always studied in 

some other library. 
⑩ 山本： 私は今日、東アジア図書館へ本をかえしに行くつもりです。 
  I plan to go to the East Asian Library to return books today. 
⑪ ミラー： そうですか。ところで、そうじはどのぐらいかかりますか。 
  You are? By the way, how long will it take to clean your room? 
 山本： そうですねえ、あと二時間ぐらいかかります。 
  Let’s see … It’ll take about two more hours. 
⑫ 山本： 今何時ですか。とけいをしていませんから、分からないんです。 
  What time is it now? I’m not wearing a watch, so I don’t know. 
 ミラー： 今、十時半です。 
  It’s 10:30 now. 

⑬ 山本： そうですか。それじゃ、一時に図書館の
まえ

前で会いましょうか。 
  I see. Well then, shall we meet in front of the library at one o’clock? 
 ミラー： 分かりました。すみませんが、それでは、一時におねがいします。 
  Alright. Sorry for the trouble, but I’ll see you at one, then. 
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あ

開く   ㋒ⓘ to open 
いくら how much 
いそがしい   ㋑ busy 
イヤリング earrings 
インタビュー(する) interview 
おお

多い     ㋑ many, plenty 
おくる  ㋒ⓣ to send 
オフィスアワー office hours 
かかる  ㋒ⓘ to take (time, expense)
かける  ㋸ⓣ to wear (glasses) 
がっ

学
こう

校 school 
かぶる  ㋒ⓣ to wear (hat, cap) 
かん

漢
じ

字 Chinese characters 
きえる  ㋸ⓘ to turn off 
きる   ㋸ⓣ to wear (dress, shirt, 

suit) 
サングラス sunglasses 
ジーンズ jeans 
じ

時
かん

間 time 
し

閉まる  ㋒ⓘ to close 
ショートパンツ shorts 
し

知る   ㋒ⓣ to get to know 
スーツ suit 
スカート skirt 
スニーカー sneakers 
ズボン trousers, pants 
す

住む   ㋒ⓘ 
to start living 
somewhere 

する      Ⓘⓣ to wear (accessory) 
すもう Sumo wrestling 
すわる  ㋒ⓘ to sit down 
セーター sweater 
ソックス socks 
たつ   ㋒ⓘ to stand up 
つく   ㋒ⓘ to turn on 

でんき electricity, electric light
でんわ(する) telephone 
ドア door 
トレーナー sweatshirt 
ネクタイ necktie 
ネックレス necklace 
パートナー partner 
ハイヒール high heeled shoes 
はく   ㋒ⓣ to wear (shoes, socks,  

trousers ) 
はじめて for the first time 
はじめる  ㋸ⓣ to start 
ひよう expense 
ブラウス blouse 
プレゼント(する) present 
ぼうし hat, cap 
ほか other 
まど window 
めがね glasses 
ゆびわ ring 
よく well 
ワイシャツ dress shirt 
わ

分かる  ㋒ⓣ to understand 
ワンピース dress 
 
ジャック Jack 
しんおおさか 
(新大阪) 

Shin-Osaka 

ひがし

東アジア East Asia 
ホノルル Honolulu 
なか

中
やま

山 Nakayama 
なごや(名古屋) Nagoya 
ヌエン Nguyen 
はかた(博多) Hakata 
ひろしま(広島) Hiroshima 
ヨーロッパ Europe 

 



 

Elementary Japanese 
 
Listening Exercises 
Lesson 10 
 
 Section  Name  
 

I.  You will hear four short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. And finally you will hear some possible 
answers. Please choose the best answer. 

 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 4. A B C  
 

II.  You will hear three short dialogs. For each dialog, you will first hear the question, then 
the dialog, then the question again. Listen to the dialog carefully and choose the appropriate 
letter from the picture. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         A           B     C          D       E     F      G      H 
 

Example: A B C D E F G H 

 1. A B C D E F G H 

 2. A B C D E F G H 

 3. A B C D E F G H 
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Dialog 
Lesson 11 
 
 
① ② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ええ。コールさん

はエッセーを書く

のが上手です。

時々、大学の新聞

にエッセーを書い

ています。 

そうですか。静

かな人ですね。

あの人はコールさ

んです。コールさ

んは英文学部の大

学院生です。 

ソンさん、あの、め

がねをかけている女

の人はだれですか。 

 

③  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 
 

へえ、すごいです

ね。コールさんの前

にすわっている人

はだれですか。 

④ 
早川さんです。早川さ

んはにっけいアメリカ

人です。せいぶつ学部

の二年生です。 

そうですか。あの、

音楽を聞いている

人はだれですか。

 

⑥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 
あの人はラウールさんで

す。ラウールさんとキムさ

んはバスケットボールが

上手です。大学のチームの

せんしゅです。 

へえ。キムさ

んはどの人

ですか。 

キムさんは、ラウー

ルさんの後ろにす

わっている人です。

 

⑩ ⑨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私もだめです。 

ええ、できますが、あ

まり上手じゃありませ

ん。ミラーさんは。 

ソンさんもバス

ケットボールが

できますか。 

ああ、目が大きくて、背

が高い男の人ですか。 

ええ、そう

です。 
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Dialog 
Lesson 11 
 
 

① ミラー： ソンさん、あの、めがねをかけている女の人はだれですか。 
  Son-san, who’s that woman wearing glasses? 

 ソン： あの人はコールさんです。コールさんは
えい

英
ぶん

文
がく

学
ぶ

部の
だい

大
がく

学
いん

院
せい

生です。 
  That’s Cole-san. She’s a graduate student in the English Literature Department. 

② ミラー： そうですか。
しず

静かな人ですね。 
  Oh. She’s a (pretty) quiet person, isn’t she? 

 ソン： ええ。コールさんはエッセーを書くのが上手です。
ときどき

時々、大学の
しん

新
ぶん

聞に    
エッセーを書いています。 

  Yes. Cole-san is good at writing essays. From time to time, she writes (is writing) 
essays for the University newspaper. 

③ ミラー： へえ、すごいですね。コールさんの前にすわっている人はだれですか。 
  Really? That’s great. Who’s the person sitting in front of Cole-san? 

④ ソン： 早川さんです。早川さんはにっけいアメリカ人です。せいぶつ学部の
に

二
ねん

年
せい

生

です。 
  That’s Hayakawa-san. Hayakawa-san is Japanese-American and a sophomore 

(2nd year) in the Biology Department. 

⑤ ミラー： そうですか。あの、
おん

音
がく

楽を
き

聞いている人はだれですか。 
  Oh. And who’s that person listening to the music? 
⑥ ソン： あの人はラウールさんです。ラウールさんとキムさんはバスケットボール

が上手です。大学のチームのせんしゅです。 
  That’s Raoul-san. He and Kim-san are good at basketball. They’re players on our 

college team. 
⑦ ミラー： へえ。キムさんはどの人ですか。 
  Really? Which one is Kim-san? 

⑧ ソン： キムさんは、ラウールさんの
うし

後ろにすわっている人です。 
  He’s the person who is sitting behind Raoul-san. 

⑨ ミラー： ああ、目が大きくて、
せ

背が高い男の人ですか。 
  Oh, that tall guy with large eyes? 
 ソン： ええ、そうです。 
  Yes, that’s right. 
⑩ ミラー： ソンさんもバスケットボールができますか。 
  Son-san, can you play basketball too? 
 ソン： ええ、できますが、あまり上手じゃありません。ミラーさんは。 
  Yes, I can, but I’m not very good at it. What about you, Miller-san? 
 ミラー： 私もだめです。 
  I’m no good either. 
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Lesson 11 
 
あつい    ㋑ hot 
あまい    ㋑ sweet 
いう   ㋒ⓘ to say, speak, talk 
うんてん(する) to drive 
えい

英
ぶん

文
がく

学 English literature 
エッセー essay 
おお

大どおり boulevard 
おかし snack 
おそい    ㋑ slow, late 
がいこく foreign country 
がく

学
ぶ

部 academic department 
かたい    ㋑ tough, hard 
かみ

紙 paper 
かんがえる ㋸ⓣ to think 
クッキー cookie 
クラブ club 
こ

小づつみ parcel 
サービス(する) service 
さむい    ㋑ cold 
しょうせつ novel 
(お)す vinegar 
すごい    ㋑ terrific 
すずしい    ㋑ cool 
ステレオ stereo (set) 

せいぶつ
がく

学 biology 
せんしゅ sports player 
そこ bottom 
だめ     ㋤ no good 
ダンス(する) dance 
ち blood 
チーム team 
ちえ intelligence, wisdom 
ちから power 
つえ cane 
つき

月 moon 
できる  ㋸ⓘ to be able to do ~ 
とおり street 
とき

時
どき

々 sometimes 

にく meat 
にっけい of Japanese ancestry 
はこ box 
ピザ pizza 
ビデオ video 
ひと

人
びと

々 people 
ふね boat, ship 
ブルース blues 
ほん

本ばこ bookshelf 
まいあさ every morning 
まいにち everyday 
まいばん every evening 
もらう  ㋒ⓣ to receive 
やわらかい   ㋑ soft 
らいしゅう next week 
わるい    ㋑ bad 
 

アームストロング Armstrong 
アラスカ Alaska 
エルビス Elvis 
コロンブス Columbus 
シェークスピア Shakespeare 
ジャパン Japan 
ジョン John 
タイ Thailand 
ディズニー Disney 
デトロイト Detroit 
なら（奈良） Nara 
ニール Neil 
ハムレット Hamlet 
ハワイ Hawaii 
ひがし

東
やま

山 Higashiyama 
プレスリー Presley 
ペレス Perez 
ミッキーマウス Mickey Mouse 

ライト
きょう

兄
だい

弟 Wright Brothers 
リンカーン Lincoln 
レノン Lennon 

 



 

Elementary Japanese 
 
Listening Exercises 
Lesson 11 
 
 Section  Name  
 

I.  You will hear four short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Finally you will hear the answer choices. 
Please choose the best answer. 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 4. A B C  
 

II.  You will hear two short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then 
the dialog, then the question will be repeated. Listen to the dialog carefully and choose the 
appropriate letter from the picture. 

 

Example.     A       1.               2.             
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Dialog 
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① 
 
 

ああ、よかった。このあいだ、

ミラーさんものりまきを食

べたがっていましたよ。 

じゃあ、ミラー

さんをよびま

しょう。 

ええ、そうしましょう。

ところで、のりまきは

何で作りますか。 
ごはんや、のりや、た

まごなどで作ります。

おすもつかいます。 

そうですか。じ

ゃ、すぐに買いに

行きましょう。 

じゃ、おねが

いします。 のりが二ドル五十セント、おす

が三ドル、お米が七ドル、よう

かんが三ドル五十セント。 

全部で十六

ドルです。 

はい。じゃあ、

二十ドル。 

はい、ありがとう

ございます。四ド

ルのおつりです。

 
 
 
 
 
 
 
 

② 

 

そうですねえ、私

はのりまきが食

べたいです。 

今晩、何を食べ

ましょうか。 

だいじょうぶです

よ。私は作ったこと

がありますから。 

いいですね。私も日本料理が大

好きです。でも、私はのりまき

を作ったことはありません。 

③ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑤ ⑥ 

 

⑦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ 

 

いらっしゃ

いませ。 

７ドルです。 

このお米はい

くらですか。 

ええ、この店は安

くて便利でとても

いいですよ。 

日本の食べ物

がいろいろあ

りますね。 

そうですね。よ

うかんを一本買

いましょうか。 

デザートはどうしま

すか。あまい物が少し

ほしいですね。 

 

⑨ ⑩ ⑪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ありがとうご

ざいました。

また、どうぞ。 

どうも。 
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① ソン： 今晩、何を食べましょうか。 
  What shall we eat for dinner tonight? 
 小山： そうですねえ、私はのりまきが食べたいです。 
  Hmmm … well, I’d like to have some norimaki. 

② ソン： いいですね。私も日本
りょう

料
り

理が
だい

大
す

好きです。でも、私はのりまきを作ったこ

とはありません。 
  Great. I really love Japanese food, too. But I’ve never made norimaki. 
 小山： だいじょうぶですよ。私は作ったことがありますから。 
  That’s alright. I’ve made them before. 
③ ソン： ああ、よかった。このあいだ、ミラーさんものりまきを食べたがっていま

したよ。 
  Wonderful. Recently Miller-san has also been wanting to eat norimaki. 
 小山： じゃあ、ミラーさんをよびましょう。 
  Well then, let’s invite Miller-san. 
④ ソン： ええ、そうしましょう。ところで、のりまきは何で作りますか。 
  Yes, let’s do so. By the way, what is norimaki made of? 
 小山： ごはんや、のりや、たまごなどで作ります。おすもつかいます。 
  It’s made of rice, seaweed, eggs, and such. And vinegar, too. 
 ソン： そうですか。じゃ、すぐに買いに行きましょう。 
  I see. Well then, let’s go shopping right away. 
 

(
みせ

店で) 

⑤ 
てん

店
いん

員： いらっしゃいませ。 
  Welcome. 
⑥ ソン： 日本の食べ物がいろいろありますね。 
  They have all kinds of Japanese food here. 

 小山： ええ、この店は安くて
べん

便
り

利で、とてもいいですよ。 
  Yes, this shop is inexpensive and convenient, so it’s very good. 

⑦ 小山： このお
こめ

米はいくらですか。 
  How much is this rice? 
 店員： ７ドルです。 
  7 dollars. 
⑧ ソン： デザートはどうしますか。あまい物が少しほしいですね。 
  What about dessert? We want something sweet, right? 
 小山： そうですね。ようかんを一本買いましょうか。 
  Certainly. Shall we buy a stick of yokan? 
 
(レジで) 

⑨ 小山： じゃ、おねがいします。 
  This is it. 
 店員： のりが二ドル五十セント、おすが三ドル、お米が七ドル、ようかんが三ド

ル五十セント。
ぜん

全
ぶ

部で十六ドルです。 
  The seaweed is $2.50, vinegar $3.00, rice $7.00, and yokan $3.50. All together, 

it’s $16.00. 
⑩ 小山： はい。じゃあ、二十ドル。 
  Okay, here’s $20.00. 
⑪ 店員： はい、ありがとうございます。四ドルのおつりです。 
  Thank you, and here’s $4 in change. 
⑫ 小山： どうも。 
  Thanks. 
 店員： ありがとうございました。また、どうぞ。 
  Thank you very much. Please (come) again. 
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ＣＤプレーヤー CD player 
あき autumn 
いたい    ㋑ painful 
いみ meaning 
いろいろ    ㋤ various, many kinds 

of 
うなぎ eel 
おつり change 
おぼえる     ㋸ⓣ to memorize 
カラオケ karaoke 
ぎゅうにく beef 
けさ

今朝 this morning 
このあいだ some time ago, the 

other day 
こむぎこ wheat flour 

(お)
こめ

米 (uncooked) rice 
こんしゅう this week 
さけ salmon 
(お)さとう sugar 
しお salt 
じゃがいも potato 
じゅぎょう class 
しょうゆ soy sauce 
スピーチコンテスト speech contest 
せんたく(する) laundry 
ぜん

全
ぶ

部 all 
ダイエット(する) diet 
だいじょうぶ    ㋤ alright, okay 
だい

大
す

好き    ㋤ to like very much 
たまご egg 
たまねぎ onion 

たんじょう
び

日 birthday 
チョコレート chocolate 
でる      ㋸ⓘ to attend, enter (a 

contest) 
てん

店
いん

員 store clerk 

でんしレンジ microwave oven 
とうふ tofu 
とりにく chicken 
なぜ why 
ならう  ㋒ⓣ to learn 
にわ garden 
にんじん carrot 
ねぎ green onion 
ねぼうする Ⓘⓘ to oversleep 
のり laver (type of seaweed) 
のりまき seaweed wrapped 

sushi 
ばしょ Location, place 
バター butter 
パン bread 
ひま     ㋤ leisure, not busy 
ほしい      
㋑ 

want, desire 

ほしがる  ㋒ⓣ to show signs of 
desire 

ポップコーン popcorn 
みず

水 water 
みなさん everyone (respectful) 
やさい vegetable 
ようかん sweet jellied adzuki 

bean paste 
よぶ      ㋒ⓣ to invite 
よ

読み
もの

物 readings 
らい

来
ねん

年 next year 
ラップトップ laptop 
りゅう

留
がく

学(する) studying abroad 
れいぞうこ refrigerator 
レジ cash register 
 

アフリカ Africa 
ふじさん(富士山) Mt. Fuji 
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 Section  Name  
 
 

 You will hear six short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then the 
dialog, then the question again. Finally, you will hear the answer choices. Please choose the best 
answer. 
 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 4. A B C  

 5. A B C  

 6. A B C  

 



Elementary Japanese 
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① ② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いいえ。どう

してですか。

山本さん、

今、いそがし

いですか。 

はい、何

ですか。 

あのう、じつは、ちょ

っとおねがいがある

んですけれど…… 

 

③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ 

へえ、日本へ行く

んですか。それは

いいですね。 

私は冬休みに、日

本へホームステイ

に行くんです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ええ。それで、昨日、ホ

ストファミリーから手紙

が来たんですが、むずか

しい文があるんです。 

 

⑤ ⑥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いいですよ。

それから、返事を書きたい

んですが、上手に書けない

んです。ちょっとたすけて

下さいませんか。 
おねがい

します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑦ 

ミ
ラ
ー
さ
ん
、
お
元
気
で
す
か
。
私

た
ち達

も 
 

み
ん
な
元
気
で
す
。 

⑧ 

そ
ち
ら
は

さ
む寒

い
で
す
か
。
こ
ち
ら
は
と
て 

 

も
寒
い
で
す
。
で
も
、
ま
ゆ
み
と
た
ろ
う
は 

 

と
て
も
よ
ろ
こ
ん
で
い
ま
す
。
先

し
ゅ
う

週
、
ゆ 

 

き
が
ふ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
ど
も 

 

達
は
、
に
わ
で
ゆ
き
だ
る
ま
を
作
り
ま
し
た
。

⑨ 

み
ん
な
ミ
ラ
ー
さ
ん
に
早
く
会
い
た
が
っ 

 

て
い
ま
す
。
ミ
ラ
ー
さ
ん
が
来
た

と
き時

に
、
み 

 

ん
な
で
い
っ
し
ょ
に

な奈
ら良

や
き
ょ
う

京
と都

へ
行
き 

 

ま
し
ょ
う
。 

⑩ 

で
は
、
冬
休
み
に
会
え
る
の
を
楽
し
み
に 

 

し
て
い
ま
す
。 

⑪                        

さ
よ
う
な
ら 

⑫ 

へ
い平
せ
い成

十
五
年
十
一
月
六
日 

⑬                      

あ
き秋
や
ま山 

い
さ
お 

⑭ 

ジ
ミ
ー
・
ミ
ラ
ー
さ
ま 
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① ミラー： 山本さん、今、いそがしいですか。 
  Yamamoto-san, are you busy now? 
 山本： いいえ。どうしてですか。 
  No, why? 
② ミラー： あのう、じつは、ちょっとおねがいがあるんですけれど……。 
  Well, I have a little favor to ask of you ... 
 山本： はい、何ですか。 
  Sure, what is it? 

③ ミラー： 私は
ふゆ

冬
やす

休みに、日本へホームステイに行くんです。 
  I’m going to Japan for a homestay during winter break. 
 山本： へえ、日本へ行くんですか。それはいいですね。 
  Oh, you’re going to Japan? That’s great. 
④ ミラー： ええ。それで、昨日、ホストファミリーから手紙が来たんですが、むずか

しい
ぶん

文があるんです。 
  Yes, and I got a letter from my host family yesterday, but there are some sentences 

that I don’t understand well. 

⑤ ミラー： それから、
へん

返
じ

事を書きたいんですが、上手に書けないんです。ちょっとた

すけて下さいませんか。 
  And I’d like to write a reply, but I won’t be able to write it very well. Do you 

think you could help me out a little? 
 山本： いいですよ。 
  Sure. 
⑥ ミラー： おねがいします。 
  Thank you. 
 
⑦ ミラーさん、お元気ですか。私達

たち

もみんな元気です。 
 Dear Miller-san, how are you? We’re all doing fine too. 
⑧ そちらは寒

さむ

いですか。こちらはとても寒いです。でも、まゆみとたろうはとても

よろこんでいます。先週
しゅう

、ゆきがふったからです。それで、こども達は、にわで
ゆきだるまを作りました。 
Is it cold over there? It’s very cold here. But Mayumi and Taro are happy because we had 
snow last week. The kids made a snowman in the garden. 

⑨ みんなミラーさんに早く会いたがっています。ミラーさんが来た時
とき

に、みんなで

いっしょに奈
な

良
ら

や京
きょう

都
と

へ行きましょう。 
 Everyone here is eager to meet you soon. When you come here, let’s all go to Nara, 

Kyoto, and so on. 
⑩ では、冬休みに会えるのを楽しみにしています。 
 We look forward to seeing you during your winter break. 
⑪ さようなら 
 See you then (good bye). 
⑫ 平

へい

成
せい

十五年十一月六日 
November 6, 2003 

⑬ 秋
あき

山
やま

いさお 
 Isao Akiyama 
⑭ ジミー・ミラーさま 
 Mr. Jimmy Miller 
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～さま suffix for an honored 

person 
あさって day after tomorrow 
(シャワーを)あびる 

   ㋸ⓣ 

to take (a shower) 

うける  ㋸ⓣ to take (an exam) 
うれしい    ㋑ happy, pleased 
おととい day before yesterday 
おととし year before last 
おどる  ㋒ⓘ to dance 
か

書き
かた

方 way of writing 
きっぷ ticket 
くうこう airport 
こん

今
げつ

月 this month 
さくら cherry blossom, tree 
さびしい    ㋑ lonely 

さ
らい

来
げつ

月 month after next 

さ
らい

来
しゅう

週 week after next 

さ
らい

来
ねん

年 year after next 
さんぽ(する) stroll 
じつは as a matter of fact 
シャワー shower 
しょう

小
がっ

学
こう

校 elementary school 
じんじゃ Shinto shrine 
スーツケース suitcase 
せん

先
げつ

月 last month 
せん

先
せん

々
げつ

月 month before last 
せん

先
せん

々
しゅう

週 week before last 
そつぎょう(する) graduation 
たすける  ㋸ⓣ to help 
ちゅう

中
がっ

学
こう

校 middle school 

つかい
かた

方 usage, way to use 
つく

作り
かた

方 way of making 

(お)てら Buddhist temple 
(お)てんき weather 
とき

時 when 
なつ

夏 summer 
のる   ㋒ⓘ to ride 
はしる  ㋒ⓘ to run 
はたらく  ㋒ⓘ to work 
はる

春 spring 
はる

春
やす

休み spring vacation 
びょうき illness 
ひるね(する) nap 
プリンター printer 
ぶん

文 sentence 
ぶんぽう grammar 
へん

返
じ

事(する) reply 
ホームステイ(する) homestay 
ホストファミリー host family 
マイル mile 
(お)まつり festival 
(お)みやげ gift 
みんな everyone (plain) 
ゆき snow 
ゆきだるま snowman 
よ

読み
かた

方 way of reading 
よろこぶ  ㋒ⓘ to be happy, pleased 
らい

来
げつ

月 next month 
りょこう(する) trip, travel 
 
あきはばら(秋葉原) Akihabara 
あき

秋
やま

山 Akiyama 

あさくさ(浅草) Asakusa 
タンゴ Tango 
ビートルズ The Beatles 
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Lesson 13 
 
 
 Section  Name  
 
 

 You will hear seven short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then the 
dialog, then the question will be repeated. Finally, you will hear the answer choices. Please 
choose the best answer. 
 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 4. A B C  

 5. A B C  

 6. A B C  

 7. A B C  
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③ 
 
 
 
 
 

① もうすぐ冬休み

ですね。山本さん

は冬休みに何を

しますか。 

私は、車を買うため

に、仕事をします。大

学のせいきょうで働

くことにしました。 
そうですか。大

変ですね。ミラ

ーさんは。 

②
私は、ホームステイのプログラムで日本へ

行くことにしました。日本のしゅうかんを

知りたいからです。ホストファミリーの秋

山さんの家にとまります。 

 

 
 
 
 
 
 

④ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤いいですね。奈良や京都には

有名なおてらやじんじゃが

たくさんありますよ。 

秋山さんのごしゅじんも

おくさんも休みが一週間

あるので、いっしょに奈良

や京都へ行くことになっ

ています。 

わあ、いいで

すね。 

 

⑥ ⑦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ええ。ぜひ行ってみ

たいです。ところ

で、おみやげは何が

いいでしょうか。 

そうですか。じゃ

あ、ディズニーラン

ドへも行けますね。

秋山さんの家

はどこにある

んですか。 
東京にあ

ります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑧ 

まり高くないので、と

ても便利ですよ。 

そうですねえ。大学の T シャツはど

うですか。小さくて、かるくて、あ

            
            

それから、チ

ョコレートも

いいですよ。 

⑨

チョコレートはくう

こうで買えますよ。 それは楽

ですね。 

そうですね。じゃあ、T シャ

ツとチョコレートにします。
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① ソン： もうすぐ冬休みですね。山本さんは冬休みに何をしますか。 
  It’ll be winter break soon, you know? Yamamoto-san, what are you going to do 

during winter break? 

 山本： 私は、車を買うために、
し

仕
ごと

事をします。大学のせいきょうで
はたら

働くことにし

ました。 
  In order to buy a car, I’m going to be working. I’ve decided to work at the Student 

Union Store. 

 ソン： そうですか。
たい

大
へん

変ですね。ミラーさんは。 
  Really? That sounds tough. What about you, Miller-san? 
② ミラー： 私は、ホームステイのプログラムで日本へ行くことにしました。日本の   

しゅうかんを知りたいからです。ホストファミリーの秋山さんの家に    
とまります。 

  I’ve decided to go to Japan on (Lit. by means of) a homestay program, because I 
want to learn about Japanese customs. I’ll be staying at the house of Akiyamas, 
my host family. 

③ ソン： わあ、いいですね。 
  Wow, that’s great. 
④ ミラー： 秋山さんのごしゅじんもおくさんも休みが一週間あるので、いっしょに  

な

奈
ら

良や京都へ行くことになっています。 
  (Lit.) Both Mr. and Mrs. Akiyama will have a week off, so it’s been planned that 

we’ll go to places like Nara and Kyoto. 
  Both Mr. and Mrs. Akiyama will have a week off, so it turns out they’re planning 

to take me to places like Nara and Kyoto. 

⑤ 山本： いいですね。
な

奈
ら

良や京都には
ゆう

有
めい

名なおてらやじんじゃがたくさんあります

よ。 
  That’s wonderful. There are lots of famous temples and shrines in Nara and 

Kyoto. 
⑥ ソン： 秋山さんの家はどこにあるんですか。 
  Where’s Akiyama-san’s house? 
 ミラー： 東京にあります。 
  It’s in Tokyo. 
⑦ 山本： そうですか。じゃあ、ディズニーランドへも行けますね。 
  Well then, you can go to Disneyland too. 
 ミラー： ええ。ぜひ行ってみたいです。ところで、おみやげは何がいいでしょうか。 
  Yes, I definitely want to go there. By the way, what’s a good gift (for them)? 
⑧ 山本： そうですねえ。大学のＴシャツはどうですか。小さくて、かるくて、あま

り高くないので、とても便利ですよ。 
  Let’s see. How about university T-shirts? Because they’re small, light, and not 

very expensive, they’d be very convenient. 
 ソン： それから、チョコレートもいいですよ。 
  Chocolates would be nice, too. 
⑨ ミラー： そうですね。じゃあ、Ｔシャツとチョコレートにします。 
  You’re right. Okay then, I’ll decide on T-shirts and chocolates. 
 ソン： チョコレートはくうこうで買えますよ。 
  You can buy the chocolates at the airport. 

 ミラー： それは
らく

楽ですね。 
  That’ll be easy, then. 
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Ｘさい X years old 

Ｘ
しゅう

週
かん

間 X week(s) 
あげる  ㋸ⓣ to give 
あらう  ㋒ⓣ to wash 
オートバイ motorcycle 

おくり
もの

物 a present 
おくれる  ㋸ⓘ to be late 
おもい    ㋑ heavy 
かいしゃ company 
かぜ (to catch) a cold 
かるい    ㋑ light (weight) 
くに

国 country 
グループ group 
けす   ㋒ⓣ to turn off 
けっこんしき wedding ceremony 
けんどう kendo 
さいきん recently 
さがす  ㋒ⓣ to search for 
(お)さら dish 
しゅうかん custom 
しょうかい(する) introduction 
(お)しょうがつ New Year’s Day 
しらべる  ㋸ⓣ to check 
せいきょう co-op 
せいせき grade 
ぜひ by all means 
(お)そうしき funeral ceremony 
たんご vocabulary, word 
つける  ㋸ⓣ to turn on 
できるだけ as much as possible 
てん points, score 

とまる  ㋒ⓘ to stay 
ぬぐ   ㋒ⓣ to take off (clothes / 

shoes) 
ねむい      
㋑ 

sleepy 

ねむる  ㋒ⓘ to sleep 
はこぶ  ㋒ⓣ to carry 
パスポート passport 
ヒーター heater 
(かぜを)ひく  ㋒ⓣ to catch (a cold) 
ひょうばん reputation 
ふとる  ㋒ⓘ to become fat 
フラッシュカード flash card 
(お)ふろ bath 
(お)べんとう box lunch 
まい

毎
しゅう

週 every week 
(お)もち rice cake 
モニター monitor 
やす

休み day off 
やす

休む   ㋒ⓘ to rest, take a day off 
やめる  ㋸ⓣ to quit 
やる   ㋒ⓣ to do, try 
ゆうべ last night 
ゆう

有
めい

名     ㋤ famous 
よしゅう(する) preparatory study 
らく

楽     ㋤ easy, simple, 
comfort-able, relaxed 

 
ディズニーランド Disneyland 
なつ

夏
め

目 Natsume 
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Lesson 14 
 
 
 Section  Name  
 
 

 You will hear eight short dialogs. For each dialog, you will hear the question first, then the 
dialog, then the question will be repeated. Finally, you will hear the answer choices. Please 
choose the best answer. 
 

Example: A B C  

 1. A B C  

 2. A B C  

 3. A B C  

 4. A B C  

 5. A B C  

 6. A B C  

 7. A B C  

 8. A B C  

 



J-E 1 

Vocabulary List (Japanese to English) 
 
ひん

品
し

詞    Parts of speech 
たん

単
ご

語
か

課 Lesson where the word is introduced 
かん

漢
じ

字    Kanji   
かん

漢
じ

字
か

課 Lesson where the kanji is introduced 
はん

反
たい

対
ご

語・
つい

対
ご

語 Antonym / A pair of words 
X    The kanji is used, but not taught. 
Adj irreg   Irregular adjective N proper Proper noun 
Conj    Conjunction  N verbal Verbal noun 
Interject   Interjection 
 
 

 日本語 
Japanese 

英語 
English 

品詞 単語

課 
漢字 漢字

課 
反対語・対語 

 ＣＤプレーヤー CD player Noun 12    
 Ｅメール email Noun 9    
 Ｔシャツ T-shirt Noun 9    

あ アームストロング Armstrong N proper 11    
 あう meet Verb う 4 会う 6  
 あかるい bright, cheerful Adj い 7 明るい 7 くらい 
 あき autumn Noun 12 秋 13  
 あきはばら Akihabara N proper 13 秋葉原 X  
 あきやま Akiyama N proper 13 秋山 13  
 あく open (intransitive) Verb う 10 開く 10 しまる 
 あげる raise Verb る 14 上げる 18  
 あさ morning Noun 5 朝 10 ばん 
 あさくさ Asakusa N proper 13 浅草 X  
 あさごはん breakfast Noun 4 朝ごはん 10 ばんごはん 
 あさって day after tomorrow Noun 13   おととい 
 あし foot, leg Noun 7 足 21  
 あした tomorrow Noun 4 明日 5 きのう 
 あそこ place over there Pronoun 2   ここ 
 あそぶ play Verb う 6 遊ぶ 24  
 あたま head Noun 7 頭 12  
 あたらしい new Adj い 7 新しい 7 ふるい 
 あちら that direction Pronoun 7    
 あつい hot Adj い 11 暑い 22 さむい 
 あなた you Pronoun 2    
 あに elder brother (plain) Noun 8 兄 8 おとうと 
 あね elder sister (plain) Noun 8 姉 8 いもうと 
 あの + NOUN that NOUN (over there) Adj irreg 2    
 アパート apartment Noun 2    
 あびる take (a shower) Verb る 13    
 アフリカ Africa N proper 12    
 あまい sweet Adj い  11   からい 
 あまり (not) much Adv 7    
 あめ rain Noun 8 雨 14  
 アメリカ America N proper 5    
 アメリカじん American people Noun 6 アメリカ人 6  
 あらう wash Verb う 14 洗う 16 よごす 
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 アラスカ Alaska N proper 11    
 ある exist (things) Verb う 3   ない 
 あるいて on foot Phrase 4 歩いて 18  
 あるく walk Verb う 8 歩く 18  
 あれ that one Pronoun 2   これ 
い いい good Adj い 7   わるい 

 いいえ no Adv 2   はい 
 いう say, speak, talk Verb う 11 言う 16  
 いかが how (respectful) Adv 7    
 イギリス England N proper 9    
 いく go Verb う 4 行く 5 くる 
 いくら how much Adv 10    
 いしかわ Ishikawa N proper 2 石川 7  
 いじわる（な） mean Adj な 7   しんせつ（な）、

やさしい 
 いす chair Noun 3    
 いそがしい busy Adj い 10 忙しい 19 ひま（な） 
 いたい painful Adj い 12 痛い 21  
 いただく receive (respectful) Verb う 8    
 イタリアりょうり Italian cuisine Noun 9 料理 12  
 いち one Noun 3 一 3  
 いちがつ January N proper 5 一月 5  
 いちねんせい first-year student Noun 2 一年生 11  
 いちばん first, best, number one Noun 9 一番 9  
 いつ when Adv 4    
 いっしょに together Phrase 4    
 いつつ five things Counter 9 五つ 9  
 いつも always Adv 7    
 いぬ dog Noun 3 犬 21  
 いぬごや doghouse Noun 3 犬ごや 21  
 いま now Noun 4 今 5  
 いみ meaning Noun 12 意味 20  
 いもうと younger sister (plain) Noun 8 妹 8 あね 
 いもうとさん younger sister 

(respect) 
Noun 8 妹さん 8 おねえさん 

 イヤリング earrings Noun 10    
 いらっしゃる exist (respectful) Verb う 3    
 いる exist (people, animals) Verb る 3    
 いろいろ（な） various, many kinds of Adj な 12 色々 18  
 インタビュー（する） interview N verbal 10    

う ウィスキー whisky Noun 9    
 ウィルソン Wilson N proper 7    
 ううん no (casual) Adv 6   うん 
 うえ on, above Noun 3 上 5 した 
 ウェイター waiter Noun 9    
 ウォン Wong N proper 2    
 （しけんを）うける take (exam) Verb る 13 受ける 16  
 うしろ back, behind Noun 3 後ろ 11 まえ 
 うた song Noun 8 歌 15  
 うたう sing Verb う 8 歌う 15  
 うち house, home Noun 3 家 6  
 うなぎ eel Noun 12    
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 うるさい noisy Adj い 7   しずか（な） 
 うれしい（1st person） happy, pleased Adj い 13   かなしい 
 うん yes (casual) Adv 5   ううん 
 うんてん（する） drive N verbal 11 運転 19  
 うんどう（する） exercise N verbal 4 運動 19  

え え picture, drawing Noun 9 絵 15  
 えいが movie Noun 4 映画 15  
 えいご English Noun 2 英語 6  
 えいぶんがく English literature Noun 11 英文学 11  
 エイミー Amy N proper 2    
 えき station Noun 4 駅 20  
 エグザミナー Examiner N proper 2    
 エッセー essay Noun 11    
 エルビス Elvis N proper 11    
 ～えん X Yen Counter 9 ～円 9  
 えんぴつ pencil Noun 2    
お おい nephew (plain) Noun 8   めい 

 おいごさん nephew (respectful) Noun 8   めいごさん 
 おいしい delicious Adj い 7   まずい 
 おおい many, plenty Adj い 10 多い 10 すくない 
 おおきい big, large Adj い 7 大きい 7 ちいさい 
 オークランド Oakland N proper 5    
 おおさか Osaka N proper 7 大阪 X  
 オーダー（する） order N verbal 9    
 おおどおり boulevard Noun 11 大どおり 11  
 オートバイ motorcycle Noun 14    
 おかあさん mother (respectful) Noun 8 お母さん 8 おとうさん 
 おかし snack Noun 11    
 おかね money Noun 6 お金 7  
 おかんじょう check Noun 9    
 おきる wake up, get up Verb る 5   ねる 
 おくさん wife (respectful) Noun 8   ごしゅじん 
 おくりもの present Noun 14 おくり物 14  
 おくる send Verb う 10 送る 24  
 おくれる be late Verb る 14   まにあう 
 おこさん child (respectful) Noun 8 お子さん 16  
 おこめ uncooked rice Noun 12 お米 12  
 おさけ liquor, Japanese sake Noun 5 お酒 16  
 おさしみ raw fish Noun 6    
 おさとう sugar Noun 12    
 おさら dish Noun 14    
 おじ uncle (plain) Noun 8   おば 
 おじいさん grandfather (respect) Noun 8   おばあさん 
 おしえる teach Verb る 5 教える 14 ならう 
 おしお salt Noun 12    
 おじさん uncle (respectful) Noun 8   おばさん 
 おしょうがつ (1st month of) New 

Year 
N proper 14 お正月 23  

 おす vinegar Noun 11    
 おすし sushi Noun 4    
 おそい slow, late Adj い  11   はやい 
 おそうしき funeral ceremony Noun 14    
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 おちゃ tea Noun 4 お茶 9  
 おつり change Noun 12    
 おてあらい toilet, lavatory Noun 3 お手洗い 16  
 おてら Buddhist temple Noun 13    
 おてんき weather Noun 13 お天気 22  
 おとうさん father (respectful) Noun 8 お父さん 8 おかあさん 
 おとうと younger brother (plain) Noun 8 弟 8 あに 
 おとうとさん younger brother (resp) Noun 8 弟さん 8 おにいさん 
 おとこ male Noun 2 男 8 おんな 
 おととい day before yesterday Noun 13   あさって 
 おととし year before last Noun 13   さらいねん 
 おどる dance Verb う 13    
 おなか stomach Noun 9    
 おなまえ name (respectful) Noun 1 お名前 11  
 おにいさん elder brother (respect) Noun 8 お兄さん 8 おとうとさん 
 おねえさん elder sister (respectful) Noun 8 お姉さん 8 いもうとさん 
 おねがい（する） favor, request N verbal 9 お願い 25  
 おば aunt (plain) Noun 8   おじ 
 おばあさん grandmother (respect) Noun 8   おじいさん 
 おばさん aunt (respectful) Noun 8   おじさん 
 おはし chopsticks Noun 4    
 オフィス office Noun 3    
 オフィスアワー office hours Noun 10    
 おふろ bath Noun 14    
 おべんとう box lunch Noun 14    
 おぼえる memorize Verb る 12 覚える 15 わすれる 
 おまごさん grandchild (respectful) Noun 8    
 おまつり festival Noun 13    
 おみせ store, shop Noun 6 お店 12  
 おみやげ gift Noun 13    
 おもい heavy Adj い 14   かるい 
 おもしろい interesting Adj い 7   つまらない 
 おもち rice cake Noun 14    
 およぐ swim Verb う 6 泳ぐ 25  
 オレンジ orange Noun 9    
 おんがく music Noun 9 音楽 11  
 おんな female Noun 2 女 8 おとこ 
か がいこく foreign country Noun 11 外国 16  

 かいしゃ company Noun 14 会社 23  
 かいもの（する） shopping N verbal 4 買い物 12  
 かう buy Verb う 5 買う 6  
 かえす return Verb う 6 返す 13 かりる 
 かえる go home Verb う 4 帰る 8 でかける 
 かかる take (time, expense) Verb う 10    
 かきかた way of writing Noun 13 書き方 13  
 かく write Verb う 4 書く 9 けす 
 かく draw Verb う 9   けす 
 がくせい student Noun 1 学生 5  
 がくぶ academic department Noun 11 学部 11  
 ～かげつ X month(s) Counter 9 ～か月 9  
 （めがねを）かける wear (glasses) Verb る 10   はずす 
 かさ umbrella Noun 6    
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 かす lend Verb う 8 貸す 23 かりる 
 かぜ a cold Noun 14    
 かぞく family (plain) Noun 8 家族 26  
 かた person (respectful) Noun 2 方 11  
 かたい tough, hard Adj い 11   やわらかい 
 カタカナ katakana Noun 2   ひらがな 
 ～がつ Xth month Suffix 5 ～月 5  
 がっこう school Noun 10 学校 10  
 かない wife (plain) Noun 8   しゅじん 
 カナダ Canada N proper 6    
 カナダじん Canadian people Noun 6 カナダ人 6  
 かね money Noun 6 金 7  
 かばん briefcase Noun 3    
 カフェテリア cafeteria Noun 4    
 かぶる wear (hat, cap) Verb う 10   とる 
 かみ hair Noun 7    
 かみ paper Noun 11 紙 11  
 カメラ camera Noun 3    
 かようび Tuesday N proper 4 火曜日 4  
 から from Particle 4    
 から because Conj 5    
 カラオケ karaoke Noun 12    
 カリフォルニア California N proper 3    
 かりる borrow Verb る 6 借りる 23 かえす、かす 
 かるい light (weight) Adj い 14   おもい 
 カレーライス curry rice Noun 9    
 かわいい cute Adj い 9    
 かんがえる think Verb る 11 考える 24  
 かんこくご Korean language Noun 6 かんこく語 6  
 かんこくじん Korean people Noun 6 かんこく人 6  
 かんじ Chinese characters Noun 10 漢字 10  
 かんたん（な） easy Adj な 9   むずかしい 
 がんばる do one's best Verb う 6    
き きえる turn off (intransitive) Verb る 10   つく 

 きく listen, ask Verb う 5 聞く 11  
 ギター guitar Noun 9    
 きたない dirty Adj い 7   きれい（な） 
 きっぷ ticket Noun 13 切符 22 
 きのう yesterday Noun 5 昨日 5 あした 
 キム Kim N proper 4    
 きむら Kimura N proper 3 木村 15  
 キャンパス campus Noun 6    
 きゅう nine Noun 3 九 3  
 ぎゅうにく beef Noun 12 ぎゅう肉 24  
 きょう today Noun 4 今日 5  
 きょうかしょ textbook Noun 9 教科書 20  
 きょうしつ classroom Noun 3 教室 14  
 きょうだい siblings Noun 8 兄弟 8  
 きょうと Kyoto N proper 2 京都 13  
 きょねん last year Noun 8 去年 12 らいねん 
 きらい（な） dislike Adj な 9   すき（な） 
 きる wear (dress, shirt, suit) Verb る 10 着る 21 ぬぐ 
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 きれい（な） clean, beautuful Adj な 7   きたない 
 ぎんこう bank Noun 3 銀行 10  
 きんようび Friday N proper 4 金曜日 4  
く く nine Noun 3 九 3  

 くうこう airport Noun 13    
 くがつ September N proper 5 九月 5  
 ください please give Phrase 8 下さい 8  
 くだもの fruit Noun 9    
 くち mouth Noun 7 口 21  
 くつ shoes Noun 6    
 クッキー cookie Noun 11    
 くに country Noun 14 国 14  
 くらい dark Adj い 7 暗い 7 あかるい 
 ～ぐらい about, approximately Suffix 10    
 クラシック classical music Noun 9    
 クラス class Noun 2    
 クラスメート classmate Noun 9    
 クラブ club Noun 11    
 くる come V irreg 4 来る 5 いく 
 グループ group Noun 14    
 くるま car Noun 2 車 7  
け けいざいがく economics Noun 2 けいざい学 11  

 ケーキ cake Noun 7    
 けさ this morning Noun 12 今朝 12 こんばん 
 けす turn off Verb う 14   つける 
 けっこう（な） fine, nice, wonderful Adj な 8   だめ（な） 
 けっこんしき wedding ceremony Noun 14 結婚しき 26  
 げつようび Monday N proper 4 月曜日 4  
 げんき（な） energetic Adj な 7 元気 11  
 けんどう kendo Noun 14    
こ ～こ X unit(s) Counter 9 ～個 23  

 ご five Noun 3 五 3  
 ～ご suffix (language) Suffix 6 ～語 6  
 こうえん park Noun 6    
 こうこう high school Noun 8 高校 8  
 こうこうせい high school student Noun 8 高校生 8  
 コース course Noun 7    
 コーヒー coffee Noun 4    
 コーラ cola Noun 4    
 ごかぞく family (respectful) Noun 8 ご家族 26  
 ごがつ May N proper 5 五月 5  
 ごきょうだい siblings (respectful) Noun 8 ご兄弟 8  
 ここ here Pronoun 2   そこ、あそこ 
 ごご afternoon, P.M. Noun 4 午後 13 ごぜん 
 ここのつ nine things Noun 9 九つ 9  
 ごしゅじん husband (respectful) Noun 8   おくさん 
 ごぜん morning, A.M. Noun 4 午前 13 ごご 
 ごせんもん major, speciality (resp) Noun 1 ご専門 22  
 こちら this direction Pronoun 7   そちら、あちら 
 こづつみ parcel Noun 11 小づつみ 11  
 ことし this year Noun 8 今年 10  
 こども child (plain) Noun 8 子供 16 おとな 
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 この + NOUN this NOUN Adj irreg 2   その、あの 
 このあいだ some time ago, the 

other day 
Phrase 12 この間 23  

 ごはん (cooked) rice, meal Noun 4    
 コピー（する） copy N verbal 4    
 こむぎこ wheat flour Noun 12    
 こめ uncooked rice Noun 12 米 12  
 こやま Koyama N proper 3 小山 5  
 ごりょうしん parents (respectful) Noun 8 ご両親 20  
 ゴルフ golf Noun 6    
 これ this one Pronoun 2   それ、あれ 
 これから now, from now on Phrase 4    
 ～ごろ about, approximately Suffix 10    
 コロンブス Columbus N proper 11    
 こんげつ this month Noun 13 今月 13  
 こんしゅう this week Noun 12 今週 13  
 こんど next time Noun 6 今度 18  
 こんばん this evening Noun 5 今晩 6 けさ 
 コンピューター computer Noun 2    
さ サービス（する） service N verbal 11    

 ～さい X year(s) old Counter 14    
 サイエンス science Noun 2    
 さいきん recently Noun 14 最近 22 むかし 
 さがす search for Verb う 14    
 さかな fish Noun 6 魚 24  
 さくら cherry blossom/tree Noun 13    
 さけ liquor, Japanese sake Noun 5 お酒 16  
 さけ salmon Noun 12    
 さしみ raw fish Noun 6    
 ～さつ counter (bound things) Counter 9 ～冊 23  
 ざっし magazine Noun 2    
 さとう sugar Noun 12    
 さびしい lonely Adj い  13    
 ～さま suffix (honored person) Suffix 13 ～様 26  
 さむい cold Adj い  11 寒い 13 あつい 
 さら dish Noun 14    
 さらいげつ month after next Noun 13 さ来月 13 せんせんげつ 
 さらいしゅう week after next Noun 13 さ来週 13 せんせんしゅう 
 さらいねん year after next Noun 13 さ来年 13 おととし 
 サラリーマン company employee Noun 14    
 さん three Noun 3 三 3  
 さんがつ March N proper 5 三月 5  
 サングラス sunglasses Noun 10    
 さんにん three persons Noun 8 三人 8  
 ざんねん（な） regrettable, regret Adj な 6    
 さんねんせい third-year student Noun 2 三年生 11  
 サンフランシスコ San Francisco N proper 2    
 さんぽ（する） stroll N verbal 13    

し し four Noun 3 四 3  
 ～じ X o'clock Suffix 4 ～時 4  
 ジーンズ jeans Noun 10    
 シェークスピア Shakespeare N proper 11    
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 しお salt Noun 12    
 シカゴ Chicago N proper 3    
 しがつ April N proper 5 四月 5  
 ～じかん X hour(s) Counter 9 ～時間 9  
 じかん time Noun 10 時間 10  
 しけん test, examination Noun 6 試験 17  
 しごと（する） job N verbal 8 仕事 14  
 じしょ dictionary Noun 2 辞書 23  
 しずか（な） quiet Adj な 7 静か 11 うるさい 
 した under, below Noun 3 下 5 うえ 
 しち seven Noun 3 七 3  
 しちがつ July N proper 5 七月 5  
 じつは to tell the truth Phrase 13    
 しつもん（する） question N verbal 6 質問 19 こたえる 
 しつれい（な） impolite Adj な 7    
 じてんしゃ bicycle Noun 4 自転車 19  
 しぬ die Verb う 8 死ぬ 25 うまれる 
 しまる close (intransitive) Verb う 10 閉まる 10 あく 
 ジミー Jimmy N proper 2    
 ジム gymnasium Noun 4    
 じゃ well then Conj 5    
 じゃがいも potato Noun 12    
 しゃしん photograph Noun 2 写真 19  
 ジャズ Jazz Noun 9    
 ジャック Jack N proper 10    
 ジャパン Japan N proper 11    
 シャワー shower Noun 13    
 じゅう ten Noun 3 十 3  
 じゅういちがつ November N proper 5 十一月 5  
 じゅうがつ October N proper 5 十月 5  
 ～しゅうかん X week(s) Counter 14 ～週間 14  
 しゅうかん custom Noun 14    
 ジュース juice Noun 8    
 じゅうにがつ December N proper 5 十二月 5  
 しゅうまつ weekend Noun 4 週末 16  
 じゅぎょう class Noun 12 授業 18  
 しゅくだい homework Noun 4 宿題 14  
 しゅじん husband (plain) Noun 8   かない 
 シュミット Schmidt N proper 8    
 しょうかい（する） introduction N verbal 14 紹介 24  
 しょうがつ (1st month of) New 

Year 
N proper 14 正月 23  

 しょうがっこう elementary school Noun 13 小学校 13  
 じょうず（な） good at Adj な 9 上手 9 へた（な） 
 しょうせつ novel Noun 11 小説 22  
 しょうゆ soy sauce Noun 12    
 ショートパンツ shorts Noun 10    
 ジョーンズ Jones N proper 4    
 ジョギング（する） jogging N verbal 5    
 ジョン John N proper 11    
 しらべる check Verb る 14 調べる 23  
 しる get to know Verb う 10 知る 10  
 シン Singh N proper 7    
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 ～じん suffix (nationality) Suffix 6 ～人 6  
 しんおおさか Shin-Osaka N proper 10 新大阪 X  
 しんかんせん Japanese bullet train N proper 4    
 じんじゃ Shinto shrine Noun 13    
 しんせつ（な） kind Adj な 7 親切 20 いじわる（な） 
 しんぶん newspaper Noun 2 新聞 11  
す す vinegar Noun 11    

 すいようび Wednesday N proper 4 水曜日 4  
 すうがく mathematics Noun 6 数学 26  
 スーツ suit Noun 10    
 スーツケース suitcase Noun 13    
 スーパー supermarket Noun 4    
 スカート skirt Noun 10    
 すき（な） like Adj な 9 好き 9 きらい（な） 
 スキー ski Noun 6    
 スキット skit Noun 13    
 すきやき Sukiyaki Noun 9    
 すく become empty Verb う 9   こむ 
 すぐ immediately, soon Adv 5    
 すごい teriffic Adj い  11    
 すこし a little Adv 6 少し 11 たくさん 
 すし sushi Noun 4    
 すずしい cool Adj い  11   あたたかい 
 ステーキ steak Noun 5    
 ステレオ stereo (set) Noun 11    
 スニーカー sneakers Noun 10    
 スパゲティ spaghetti Noun 6    
 スペインご Spanish language Noun 6 スペイン語 6  
 スポーツ sport Noun 9    
 ズボン trousers, pants Noun 10    
 スミス Smith N proper 7    
 すむ start living somewhere Verb う 10 住む 10  
 すもう sumo wrestling Noun 10    
 する do V irreg 4    
 する wear (accessory) V irreg 10   とる、はずす 
 すわる sit down Verb う 10   たつ 
せ せ body height Noun 7 背 11  

 せいきょう co-op Noun 14    
 せいせき grade Noun 14 成績 25  
 せいぶつがく biology Noun 11 生物学 21  
 セーター sweater Noun 10    
 セール sale Noun 7    
 ぜひ by all means Adv 14    
 せまい narrow, small Adj い  7   ひろい 
 せん thousand Noun 3 千 3  
 せんげつ last month Noun 13 先月 13 らいげつ 
 せんしゅ sports player Noun 11    
 せんしゅう last week Noun 5 先週 13 らいしゅう 
 せんせい teacher Noun 1 先生 5  
 ぜんぜん (not) at all Adv 7 全然 25  
 せんせんげつ month before last Noun 13 先々月 13 さらいげつ 
 せんせんしゅう week before last Noun 13 先々週 13 さらいしゅう 
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 せんたく（する） laundry N verbal 12 洗濯 16  
 セント cent(s) Noun 9    
 ぜんぶ all Adv 12 全部 12  
 せんもん major, speciality Noun 1 専門 22  
そ そうじ（する） clean N verbal 9    

 そうしき funeral ceremony Noun 14    
 そこ there Pronoun 2   ここ 
 そこ bottom Noun 11    
 そして and then Conj 4    
 そちら that direction Pronoun 7   こちら 
 そつぎょう（する） graduation N verbal 13 卒業 18 にゅうがく(する) 
 ソックス socks Noun 10    
 そと outside Noun 3 外 16 なか 
 その + NOUN that NOUN Adj irreg 2   この 
 そふ grandfather (plain) Noun 8   そぼ 
 ソファー sofa Noun 3    
 そぼ grandmother (plain) Noun 8   そふ 
 それ that one Pronoun 2   これ 
 それから after that Conj 4    
 それじゃ well then (casual) Conj 6    
 それで therefore, so that Conj 8    
 ソン Son N proper 2    
た タイ Thailand N proper 11    

 ～だい counter (cars, TV, etc.) Counter 9    
 ダイエット（する） diet N verbal 12    
 だいがく college, university Noun 2 大学 7  
 だいがくいんせい graduate student Noun 2 大学院生 11  
 だいがくせい undergraduate student Noun 2 大学生 8  
 だいじょうぶ（な） alright, okay Adj な 12   だめ（な） 
 だいすき（な） like very much Adj な 12 大好き 12  
 たいへん（な） tough Adj な 5 大変 14 らく（な） 
 タイムズ Times N proper 2    
 ダウンタウン downtown Noun 4    
 たかい expensive, high Adj い  7 高い 7 やすい、ひくい 
 たくさん a lot, many Adv 5   すこし、ちょっと 
 タクシー taxi Noun 8    
 たすける help Verb る 13    
 ～たち plural marker (people) Suffix 2 ～達 13  
 たつ stand up Verb う 10   すわる 
 たなか Tanaka N proper 3 田中 19  
 たのしい enjoyable, pleasant Adj い  9 楽しい 13  
 たのしみにする look forward to Phrase 4 楽しみ 13  
 たべもの food Noun 9 食べ物 12  
 たべる eat Verb る 4 食べる 6  
 タホ Tahoe N proper 5    
 たまご egg Noun 12    
 たまねぎ onion Noun 12    
 だめ（な） no good Adj な 11   いい、 

けっこう（な） 
 だれ who Pronoun 2    
 だれか someone Pronoun 3   だれも 
 だれも anyone Pronoun 3   だれか 
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 タンゴ Tango N proper 13    
 たんご vocabulary, word Noun 14 単語 18  
 たんじょうび birthday Noun 12 たんじょう日 12  
 ダンス（する） dance N verbal 11    
ち ち blood Noun 11    

 ちいさい small Adj い  7 小さい 7 おおきい 
 チーム team Noun 11    
 ちえ wisdom, intelligence Noun 11    
 チェン Chen N proper 5    
 ちかい near Adj い  7 近い 20 とおい 
 ちかく vicinity Noun 3 近く 20  
 ちから power Noun 11    
 ちず map Noun 9 地図 24  
 ちち father (plain) Noun 8 父 8 はは 
 チャイナタウン Chinatown Noun 5    
 ちゅうがっこう junior high school Noun 13 中学校 13  
 ちゅうかりょうり Chinese cuisine Noun 9 料理 12  
 ちゅうかん midterm Noun 6 中間 6  
 ちゅうごく China N proper 9 中国 9  
 ちゅうごくご Chinese language Noun 6 中国語 9  
 ちゅうごくじん Chinese people Noun 6 中国人 9  
 チョコレート chocolate Noun 12    
 ちょっと a little Adv 7   たくさん 
つ ～つ X unit(s) Counter 9    

 つえ cane Noun 11    
 つかいかた usage, way to use Noun 13 使い方 16  
 つかう use Verb う 6 使う 16  
 つかれる get tired Verb る 5    
 つき moon Noun 11 月 11  
 つく turn on (intransitive) Verb う 10   きえる 
 つくえ desk Noun 3    
 つくりかた way of making Noun 13 作り方 13  
 つくる make Verb う 5 作る 9 こわす 
 つける turn on (transitive) Verb る 14   けす 
 つまらない trivial, trifle, boring Adj い  7   おもしろい 
 つもり intention Noun 5    
て て hand, arm Noun 7 手 11  

 ディズニー Disney N proper 11    
 ディズニーランド Disneyland N proper 14    
 テープ tape Noun 6    
 テーブル table Noun 3    
 てがみ letter Noun 3 手紙 10  
 テキスト textbook Noun 2    
 できる be able to Verb る 6    
 できるだけ as much as possible Phrase 14    
 デザート dessert Noun 9    
 ですから therefore, so Conj 6    
 テスト（する） quiz, examination N verbal 5    
 デトロイト Detroit N proper 11    
 テニス tennis Noun 4    
 デパート department store Noun 4    
 でも but Conj 4    
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 デモ demonstration Noun 7    
 てら Buddhist temple Noun 13    
 （～に）でる attend, enter (a 

contest) 
Verb る 12 出る 17 やすむ 

 テレビ TV Noun 4    
 てん points, score Noun 14    
 てんいん store clerk Noun 12 店員 12  
 てんき weather Noun 13 天気 22  
 でんき electricity, electric light Noun 10 電気 15  
 でんしゃ train Noun 4 電車 15  
 でんしレンジ microwave oven Noun 12    
 てんぷら tempura Noun 5    
 でんわ（する） telephone N verbal 10 電話 15  
と ドア door Noun 10    

 ドイツご German language Noun 6 ドイツ語 6  
 ドイツじん German people Noun 6 ドイツ人 6  
 ドイル Doyle N proper 3    
 どう how Adv 7    
 とうきょう Tokyo N proper 7 東京 8  
 どうして why Adv 5    
 どうぞ please Adv 9    
 とうふ tofu Noun 12    
 とお ten things Noun 9 十 9  
 とおい far Adj い  7 遠い 20 ちかい 
 とおり street Noun 11    
 とき time, when Noun 13 時 13  
 ときどき sometimes Adv 11 時々 11  
 とくい（な） good at Adj な 9    
 とけい watch, clock Noun 3 時計 23  
 どこ where Pronoun 2    
 どこかに somewhere Adv 3   どこにも 
 どこにも anywhere Adv 3   どこかに 
 ところで by the way Conj 8    
 としょかん library Noun 2 図書館 10  
 とても very Adv 7    
 どなた who (respectful) Pronoun 2    
 どなたか someone (respectful) Pronoun 3   どなたも 
 どなたも anyone (respectful) Pronoun 3   どなたか 
 となり next to Noun 3    
 どの + NOUN which NOUN Adj irreg 2    
 どのぐらい how long, how much Adv 10    
 とまる stay over night Verb う 14    
 ともだち friend Noun 4 友達 13  
 どようび Saturday N proper 4 土曜日 4  
 とりにく chicken Noun 12 とり肉 24  
 とる take Verb う 5 取る 14  
 （しゃしんを）とる take (a picture) Verb う 8    
 ドル dollar Noun 5    
 どれ which one Pronoun 2    
 トレーナー sweatshirt Noun 10    
 とんかつ pork cutlet Noun 5    
 どんな + NOUN what kind of Adj irreg 7    
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な なか inside Noun 3 中 9 そと 
 ながい long Adj い  7 長い 7 みじかい 
 なかやま Nakayama N proper 10 中山 10  
 なごや Nagoya N proper 10 名古屋 X  
 なさる do (respectful) Verb う 9    
 なぜ why Adv 12    
 なつ summer Noun 13 夏 13  
 なつめ Natsume N proper 14 夏目 14  
 なつやすみ summer vacation Noun 6 夏休み 13  
 など etc. Particle 5    
 なな seven Noun 3 七 3  
 ななつ seven things Counter 9 七つ 9  
 なに what Pronoun 3 何 4  
 なにか something Pronoun 3 何か 4 なにも 
 なにご what language Pronoun 6 何語 6  
 なにも anything Pronoun 3 何も 4 なにか 
 なまえ name Noun 1 名前 11  
 なら Nara N proper 13 奈良 X  
 ならう learn Verb う 12 習う 15  
 なん what Pronoun 2 何 4  
 なんか something Pronoun 4 何か 4 なにも 
 なんがつ which month Pronoun 5 何月 5  
 なんじ what hour Pronoun 4 何時 4  
 なんにん how many people Pronoun 8 何人 8  
 なんねんせい what-year student Pronoun 2 何年生 11  
 なんぷん what minute Pronoun 4 何分 4  
 なんようび which day of the week Pronoun 4 何曜日 4  
に に two Noun 3 二 3  

 ニール Neil N proper 11    
 にがつ February N proper 5 二月 5  
 にぎやか（な） lively Adj な 7   しずか（な） 
 にく meat Noun 11 肉 24  
 にちようび Sunday N proper 4 日曜日 4  
 にっけい of Japanese ancestry Noun 11 日系 X  
 にねんせい second-year student Noun 2 二年生 11  
 にほん Japan N proper 2 日本 4  
 にほんご Japanese language Noun 1 日本語 6  
 にほんじん Japanese people Noun 6 日本人 6  
 にほんまち Japantown Noun 4 日本まち 4  
 にほんりょうり Japanese cuisine Noun 5 日本料理 12  
 ニューヨーク New York N proper 2    
 にわ garden Noun 12    
 ～にん counter (people) Counter 8 ～人 8  
 にんじん carrot Noun 12    

ぬ ヌエン Nguyen N proper 10    

 ぬぐ take off (clothes, 
shoes) 

Verb う 14   きる、はく 
 

ね ねぎ green onion Noun 12    
 ネクタイ necktie Noun 10    
 ねこ cat Noun 3    
 ネックレス necklace Noun 10    
 ねぼうする oversleep V irreg 12 寝ぼうする 18  
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 ねむい sleepy Adj い  14 眠い 19  
 ねむる sleep Verb う 14 眠る 19 おきる 
 ねる go to bed, lie down Verb る 5 寝る 15 おきる 
 ～ねん X year(s) Counter 9 ～年 9  
の ノート notebook Noun 3    

 のみもの drinks Noun 9 飲み物 12  
 のむ drink Verb う 4 飲む 6  
 のり laver Noun 12    
 のりまき norimaki Noun 12    
 のる ride, get on Verb う 13 乗る 18 おりる 
は バークレー Berkeley N proper 2    

 パーティー party Noun 6    
 パートナー partner Noun 10    
 はい yes Adv 2   いいえ 
 ～はい counter (cup(s), 

bowl(s), glass(es)) 
Counter 9    

 ハイヒール high heeled shoes Noun 10    
 はいる enter Verb う 7 入る 7 でる 
 はかた Hakata N proper 10 博多 X  
 はく wear (shoes, socks, 

trousers) 
Verb う 10   ぬぐ 

 パク Pak N proper 3    
 はこ box Noun 11    
 はこぶ carry Verb う 14 運ぶ 24  
 はし chopsticks Noun 4    
 はじめて for the first time Adv 10 始めて 15  
 はじめる start (transitive) Verb る 10 始める 15 おえる、やめる 
 ばしょ location, place Noun 12    
 はしる run Verb う 13    
 バス bus Noun 4    
 バスケットボール basketball Noun 9    
 パスポート passport Noun 14    
 バター butter Noun 12    
 はたらく work Verb う 13 働く 14  
 はち eight Noun 3 八 3  
 はちがつ August N proper 5 八月 5  
 はな flower Noun 6 花 12  
 はな nose Noun 7    
 はなし talk, story Noun 9 話 9  
 はなす speak, chat Verb う 6 話す 9  
 はは mother (plain) Noun 8 母 8 ちち 
 ハムレット Hamlet N proper 11    
 はやい early Adj い 8 早い 8 おそい 
 はやい fast Adj い 9   おそい 
 はやかわ Hayakawa N proper 3 早川 10  
 はる spring Noun 13 春 13  
 はるやすみ spring vacation Noun 13 春休み 13  
 ハワイ Hawaii N proper 11    
 はん half Noun 4 半 4  
 パン bread Noun 12    
 ばん evening Noun 5 晩 6 あさ 
 ばんごはん dinner, supper Noun 4 晩ごはん 6 あさごはん 
 ハンサム handsome Adj な 9    
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 ハンドアウト handout Noun 9    
 ハンバーガー hamberger Noun 5    

ひ ピアノ piano Noun 6    
 ヒーター heater Noun 14    
 ビートルズ The Beatles N proper 13    
 ビール beer Noun 4    
 ひがしアジア East Asia N proper 10 東アジア 10  
 ひがしやま Higashiyama N proper 11 東山 11  
 ひく play (string instrument) Verb う 6    
 （かぜを）ひく catch (cold) Verb う 14    
 ひくい low, short (height) Adj い  7   たかい 
 ピクニック picnic Noun 6    
 ひこうき airplane Noun 4 飛行機 15  
 ピザ pizza Noun 11    
 ビデオ video Noun 11    
 ひと person Noun 2 人 8  
 ひとつ one thing Noun 9 一つ 9  
 ひとびと people Noun 11 人々 11  
 ひとり one person Noun 8 一人 8  
 ひとりで by oneself Phrase 4 一人で 8  
 ひま（な） leisure, not busy Adj な 12   いそがしい 
 ひゃく hundred Noun 3 百 3  
 ひよう expense Noun 10    
 びょうき illness Noun 13 病気 17  
 ひょうばん reputation Noun 14    
 ひらがな hiragana Noun 1   カタカナ 
 ビル building Noun 2    
 ひるごはん lunch Noun 4 昼ごはん 25  
 ひるね（する） nap N verbal 13 昼寝 25  
 ひろい spacious, wide Adj い  7 広い 7 せまい 
 ひろしま Hiroshima N proper 10 広島 X  
ふ ふくしゅう（する） review N verbal 6 復習 18 よしゅう(する) 

 ふじさん Mt. Fuji N proper 12 富士山 X  
 ふたつ two things Counter 9 二つ 9  
 ふたり two persons Counter 8 二人 8  
 ふとる become fat Verb う 14    
 ふね boat, ship Noun 11    
 ふべん（な） inconvenient Adj な 7 不便 26 べんり（な） 
 ふまじめ（な） not serious Adj な 7   まじめ（な） 
 ふゆ winter Noun 8 冬 13  
 ふゆやすみ winter vacation Noun 6 冬休み 13  
 ブラウス blouse Noun 10    
 ブラウン Brown N proper 2    
 フラッシュカード flash card Noun 14    
 プラン plan Noun 4    
 フランスご French language Noun 6 フランス語 6  
 フランスじん French people Noun 6 フランス人 6  
 プリンター printer Noun 13    
 ふる fall Verb う 8 降る 17 やむ、はれる 
 ふるい old Adj い  7 古い 7 あたらしい 
 ブルース blues Noun 11    
 ふるかわ Furukawa N proper 8 古川 8  
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 プレスリー Presley N proper 11    
 プレゼント（する） present N verbal 10    
 ふろ bath Noun 14    
 プログラム program Noun 3    
 ～ふん X minute(s) Suffix 4 ～分 4  
 ぶん sentence Noun 13 文 13  
 ～ぷん X minute(s) Suffix 4 ～分 4  
 ぶんがく literature Noun 5 文学 11  
 ぶんぽう grammar Noun 13 文法 18  
へ へえ Oh Interject 4    

 へた（な） bad at Adj な 9 下手 9 じょうず（な） 
 ベッド bed Noun 3    
 へや room Noun 3 部屋 17  
 ペレス Perez N proper 11    
 ペン pen Noun 2    
 べんきょう（する） study N verbal 4 勉強 14  
 へんじ（する） reply N verbal 13 返事 13  
 べんとう box lunch Noun 14    
 べんり（な） convenient Adj な 7 便利 12 ふべん（な） 
ほ ほう direction, side, way Noun 9 方 9  

 ぼうし hat, cap Noun 10    
 ホームズ Holmes N proper 3    
 ホームステイ（する） homestay N verbal 13    
 ボールペン ballpoint pen Noun 2    
 ほか other (than something) Noun 10    
 ほしい want, desire Adj い  12    
 ほしがる show signs of desire Verb う 12    
 ホストファミリー host family Noun 13    
 ボストン Boston N proper 9    
 ポップコーン popcorn Noun 12    
 ホノルル Honolulu N proper 10    
 ほん book Noun 2 本 5  
 ～ほん counter (long things) Counter 9 ～本 9  
 ほんばこ bookshelf Noun 11 本ばこ 11  
 ほんや bookstore Noun 3 本屋 17  

ま ～まい counter (flat things) Counter 9 ～枚 23  
 まいあさ every morning Noun 11 毎朝 14 まいばん 
 まいしゅう every week Noun 14 毎週 14  
 まいにち everyday Noun 11 毎日 14  
 まいばん every evening Noun 11 毎晩 14 まいあさ 
 マイル mile Noun 13    
 まえ front Noun 3 前 10 うしろ 
 まえだ Maeda N proper 7 前田 25  
 マグカップ mug Noun 9    
 マクドナルド McDonald's N proper 5    
 まご grandchild (plain) Noun 8    
 まじめ（な） serious Adj な 7   ふまじめ（な） 
 まずい not tasty, yucky Adj い  7   おいしい 
 また again Adv 6    
 まだ yet Adv 5   もう 
 まだ still Adv 8   もう 
 まち town, city Noun 4    
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 まつ wait Verb う 8 待つ 9  
 まつり festival Noun 13    
 まで to, up to Particle 4   から 
 まど window Noun 10   
み みじかい short (length) Adj い  7 短い 22 ながい 

 みず water Noun 12 水 12  
 みせ shop Noun 6 店 12  
 ミッキーマウス Mickey Mouse N proper 11    
 みっつ three things Noun 9 三つ 9  
 みなさん everyone (respectful) Noun 12    
 みみ ear Noun 7 耳 21  
 みやげ gift Noun 13    
 ミラー Miller N proper 2    
 みる see, watch Verb る 4 見る 6  
 みんな everyone (plain) Noun 13    
む むずかしい difficult Adj い  7 難しい 22 やさしい 

 むっつ six things Noun 9 六つ 9  
め め eye Noun 7 目 7  

 めい niece (plain) Noun 8   おい 
 めいごさん niece (respectful) Noun 8   おいごさん 
 めがね glasses Noun 10   
 メキシコじん Mexican people Noun 6 メキシコ人 6 
も も also Particle 2    

 もう already Adv 5   まだ 
 もうすぐ soon Phrase 5   
 もくようび Thursday N proper 4 木曜日 4 
 もしもし hello (on the phone) Interject 10   
 もち rice cake Noun 14   
 もちろん of course Adv 6   
 もつ have, hold Verb う 8 持つ 24 
 モニター monitor Noun 14    
 もらう receive Verb う 11   あげる 
や や and Particle 5   

 やさい vegetable Noun 12   
 やさしい easy, gentle Adj い  7   むずかしい 
 やすい cheap, inexpensive Adj い  7 安い 7 たかい 
 やすかわ Yasukawa N proper 8 安川 9 
 やすみ day off Noun 14 休み 14 
 やすむ take a day off, rest Verb う 14 休む 14 
 やっつ eight things Noun 9 八つ 9 
 やました Yamashita N proper 7 山下 7 
 やまだ Yamada N proper 3 山田 19 
 やまもと Yamamoto N proper 6 山本 6 
 やめる quit doing something Verb る 14   はじめる 
 やる do, try Verb う 14    
 やわらかい soft Adj い  11   かたい 
 ヤング Young N proper 3    

ゆ ゆうびんきょく post office Noun 3    
 ゆうべ last evening Noun 14 夕べ 22  
 ゆうめい（な） famous Adj な 14 有名 14  
 ゆき snow Noun 13 雪 17  
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 ゆきだるま snowman Noun 13 雪だるま 17  
 ゆびわ ring Noun 10    

よ ようかん sweet adzukibean 
paste 

Noun 12    

 ヨーロッパ Europe N proper 10    
 よく well Adv 10    
 よこ side Noun 3    
 よこはま Yokohama N proper 8 横浜 X  
 よしゅう（する） preparatory study N verbal 14 予習 18 ふくしゅう(する) 
 ヨセミテ Yosemite N proper 3    
 よっつ four things Noun 9 四つ 9  
 よねんせい fouth-year student Noun 2 四年生 11  
 よぶ call, summon Verb う 8    
 よぶ invite Verb う 12    
 よみかた way of reading Noun 13 読み方 13  
 よみもの readings Noun 12 読み物 12  
 よむ read Verb う 4 読む 9  
 よろこぶ(3rd person) be happy, pleased Verb う 13    
 よん four Noun 3 四 3  
ら らいげつ next month Noun 13 来月 13 せんげつ 

 らいしゅう next week Noun 11 来週 13 せんしゅう 
 ライトきょうだい Wright Brothers N proper 11 ライト兄弟 11 
 らいねん next year Noun 12 来年 12 きょねん 
 ラウール Raoul N proper 4    
 らく（な） easy, simple, 

comfortable, relaxed 
Adj な 14 楽 14 たいへん（な） 

 ラジオ radio Noun 3    
 ラップトップ laptop Noun 12    
 ラボ laboratory Noun 7    
り りゅうがく（する） studying abroad N verbal 12 留学 12  

 りゅうがくせい foreign student Noun 6 留学生 6  
 りょう dormitory Noun 2    
 りょうしん parents (plain) Noun 8 両親 20  
 りょうり（する） cuisine, cooking N verbal 5 料理 12  
 りょこう(する) trip, travel N verbal 13 旅行 19  
 リン Lin N proper 3    
 リンカーン Lincoln N proper 11    
 りんご apple Noun 9    
る ルイス Lewis N proper 7    

 ルームメート roommate Noun 3    
れ れい example Noun 4 例 X  

 れいぞうこ refrigerator Noun 12    
 レジ cash register Noun 12    
 レストラン restaurant Noun 5    
 レノン Lennon N proper 11    
 れんしゅう（する） practice N verbal 9 練習 18  
ろ ろく six Noun 3 六 3  

 ろくがつ June N proper 5 六月 5  
 ロサンゼルス Los Angeles N proper 9    
 ロシアご Russian language Noun 6 ロシア語 6  
 ロス Los Angeles N proper 9    
 ロック rock Noun 9    
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わ わあ Wow Interject 4    
 ワイシャツ dress shirt Noun 10    
 ワイン wine Noun 5    
 わかる understand Verb う 10 分かる 10  
 わたし I, me Pronoun 1 私 5  
 わたしたち we Pronoun 2 私達 13  
 ワトソン Watson N proper 3    
 わるい bad Adj い 11 悪い 24 いい 
 ワンピース dress Noun 10    
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Vocabulary List (English to Japanese) 
 
ひん

品
し

詞    Parts of speech 
たん

単
ご

語
か

課 Lesson where the word is introduced 
かん

漢
じ

字    Kanji   
かん

漢
じ

字
か

課 Lesson where the kanji is introduced 
はん

反
たい

対
ご

語・
つい

対
ご

語 Antonym / A pair of words 
X    The kanji is used, but not taught. 
Adj irreg   Irregular adjective N proper Proper noun 
Conj    Conjunction  N verbal Verbal noun 
Interject   Interjection 
 
 

 英語 
English 

日本語 
Japanese 

品詞 単語

課 
漢字 漢字

課 
反対語・対語 

A a little すこし Adv 6 少し 11 たくさん 
 a little ちょっと Adv 7   たくさん 
 a lot たくさん Adv 5   すこし、ちょっと 
 A.M. ごぜん Noun 4 午前 13 ごご 
 able to (to be) できる Verb る 6    
 about ～ぐらい Suffix 10    
 about (time) ～ごろ Suffix 10    
 above うえ Noun 3 上 5 した 
 academic 

department 
がくぶ Noun 11 学部 11  

 Africa アフリカ N proper 12    
 after that それから Conj 4    
 afternoon ごご Noun 4 午後 13 ごぜん 
 again また Adv 6    
 airplane ひこうき Noun 4 飛行機 15  
 airport くうこう Noun 13    
 Akihabara あきはばら N proper 13 秋葉原 X  
 Akiyama あきやま N proper 13 秋山 13  
 Alaska アラスカ N proper 11    
 all ぜんぶ Adv 12 全部 12  
 already もう Adv 5   まだ 
 alright だいじょうぶ（な） Adj な 12    
 also も Particle 2    
 always いつも Adv 7    
 America アメリカ N proper 5    
 American people アメリカじん Noun 6 アメリカ人 6  
 Amy エイミー N proper 2    
 and や Particle 5    
 and then そして Conj 4    
 anyone だれも Pronoun 3    
 anyone (respectful) どなたも Pronoun 3    
 anything なにも Pronoun 3 何も 4  
 anywhere どこにも Adv 3    
 apartment アパート Noun 2    
 apple りんご Noun 9    
 approximately ～ぐらい Suffix 10    
 approximately (time) ～ごろ Suffix 10    
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 April しがつ N proper 5 四月 5  
 arm て Noun 7 手 11  
 Armstrong アームストロング N proper 11    
 as much as possible できるだけ Phrase 14    
 Asakusa あさくさ N proper 13 浅草 X  
 ask きく Verb う 5 聞く 11  
 (not) at all ぜんぜん Adv 7 全然 25  
 attend でる（～に） Verb る 12 出る 17 やすむ 
 August はちがつ N proper 5 八月 5  
 aunt (plain) おば Noun 8    
 aunt (respectful) おばさん Noun 8    
 autumn あき Noun 12 秋 13 はる 

B back うしろ Noun 3 後ろ 11 まえ 
 bad わるい Adj い 11 悪い 24 いい 

 bad at へた（な） Adj な 9 下手 9 じょうず（な） 
 ballpoint pen ボールペン Noun 2    
 bank ぎんこう Noun 3 銀行 10  
 basketball バスケットボール Noun 9    
 bath （お）ふろ Noun 14    
 (The) Beatles ビートルズ N proper 13    
 beautuful きれい（な） Adj な 7   きたない 
 because から Conj 5    
 become empty すく Verb う 9   こむ 
 become fat ふとる Verb う 14    
 bed ベッド Noun 3    
 beef ぎゅうにく Noun 12 ぎゅう肉 24  
 beer ビール Noun 4    
 behind うしろ Noun 3 後ろ 11 まえ 
 below した Noun 3 下 5 うえ 
 Berkeley バークレー N proper 2    
 best いちばん Noun 9 一番 9  
 bicycle じてんしゃ Noun 4 自転車 19  
 big おおきい Adj い 7 大きい 7 ちいさい 
 biology せいぶつがく Noun 11 生物学 21  
 birthday たんじょうび Noun 12 たんじょう日 12  
 blood ち Noun 11    
 blouse ブラウス Noun 10    
 blues ブルース Noun 11    
 boat ふね Noun 11    
 body height せ Noun 7 背 11  
 book ほん Noun 2 本 5  
 bookshelf ほんばこ Noun 11 本ばこ 11  
 bookstore ほんや Noun 3 本屋 17  
 boring つまらない Adj い 7   おもしろい 
 borrow かりる Verb る 6 借りる 23 かえす、かす 
 Boston ボストン N proper 9    
 bottom そこ Noun 11    
 boulevard おおどおり Noun 11 大どおり 11  
 (X) bound thing(s) ～さつ Counter 9    
 box はこ Noun 11    
 box lunch （お）べんとう Noun 14    
 bread パン Noun 12    
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 breakfast あさごはん Noun 4 朝ごはん 10  
 briefcase かばん Noun 3    
 bright あかるい Adj い 7 明るい 7 くらい 
 Brown ブラウン N proper 2    
 Buddhist temple （お）てら Noun 13    
 building ビル Noun 2    
 bus バス Noun 4    
 busy いそがしい Adj い 10 忙しい 19 ひま（な） 
 but でも Conj 4    
 butter バター Noun 12    
 buy かう Verb う 5 買う 6  
 by all means ぜひ Adv 14    
 by oneself ひとりで Phrase 4 一人で 8  
 by the way ところで Conj 8    

C cafeteria カフェテリア Noun 4    
 cake ケーキ Noun 7    
 California カリフォルニア N proper 3    
 call よぶ Verb う 8    
 camera カメラ Noun 3    
 campus キャンパス Noun 6    
 Canada カナダ N proper 6    
 Canadian people カナダじん Noun 6 カナダ人 6  
 cane つえ Noun 11    
 cap ぼうし Noun 10    
 car くるま Noun 2 車 7  
 carrot にんじん Noun 12    
 carry はこぶ Verb う 14 運ぶ 24  
 cash register レジ Noun 12    
 cat ねこ Noun 3    
 catch (cold) ひく Verb う 14    
 CD player ＣＤプレーヤー Noun 12    
 (X) cent(s) ～セント Counter 9    
 chair いす Noun 3    
 change おつり Noun 12    
 chat はなす Verb う 6 話す 9  
 cheap やすい Adj い 7 安い 7 たかい 
 check おかんじょう Noun 9    
 check しらべる Verb る 14 調べる 23  
 cheerful あかるい Adj い 7 明るい 7 くらい 
 Chen チェン N proper 5    
 cherry blossom/tree さくら Noun 13    
 Chicago シカゴ N proper 3    
 chicken とりにく Noun 12 とり肉 24  
 child (plain) こども Noun 8 子供 16 おとな 
 child (respectful) おこさん Noun 8 お子さん 16  
 China ちゅうごく N proper 9 中国 9  
 Chinatown チャイナタウン Noun 5    
 Chinese characters かんじ Noun 10 漢字 10  
 Chinese cuisine ちゅうかりょうり Noun 9 料理 12  
 Chinese language ちゅうごくご Noun 6 中国語 9  
 Chinese people ちゅうごくじん Noun 6 中国人 9  
 chocolate チョコレート Noun 12    
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 chopsticks （お）はし Noun 4    
 city まち Noun 4    
 class クラス Noun 2    
 class じゅぎょう Noun 12 授業 18  
 classical music クラシック Noun 9    
 classmate クラスメート Noun 9    
 classroom きょうしつ Noun 3 教室 14  
 clean きれい（な） Adj な 7   きたない 
 clean そうじ(する) N verbal 9    
 clock とけい Noun 3    
 close (intransitive) しまる Verb う 10 閉まる 10 あく 
 club クラブ Noun 11    
 coffee コーヒー Noun 4    
 cola コーラ Noun 4    
 cold かぜ Noun 14    
 cold さむい Adj い 11 寒い 13 あつい 
 college だいがく Noun 2 大学 7  
 Columbus コロンブス N proper 11    
 come くる V irreg 4 来る 5 いく 
 comfortable らく（な） Adj な 14 楽 14 たいへん（な） 
 company かいしゃ Noun 14 会社 23  
 computer コンピューター Noun 2    
 convenient べんり（な） Adj な 7 便利 12 ふべん（な） 
 cooked rice ごはん Noun 4    
 cookie クッキー Noun 11    
 cooking りょうり（する） N verbal 5 料理 12  
 cool すずしい Adj い 11   あたたかい 
 co-op せいきょう Noun 14    
 copy コピー（する） N verbal 4    
 country くに Noun 14 国 14  
 course コース Noun 7    
 cuisine りょうり（する） N verbal 5 料理 12  
 curry rice カレーライス Noun 9    
 custom しゅうかん Noun 14    
 cute かわいい Adj い 9    

D dance ダンス（する） N verbal 11    
 dance おどる Verb う 13    
 dark くらい Adj い 7 暗い 7 あかるい 
 day after tomorrow あさって Noun 13   おととい 
 day before yesterday おととい Noun 13   あさって 
 day off やすみ Noun 14 休み 14  
 December じゅうにがつ N proper 5 十二月 5  
 delicious おいしい Adj い 7   まずい 
 demonstration デモ Noun 7    
 (academic) 

department 
がくぶ Noun 11 学部 11  

 department store デパート Noun 4    
 desire ほしい Adj い 12    
 desk つくえ Noun 3    
 dessert デザート Noun 9    
 Detroit デトロイト N proper 11    
 dictionary じしょ Noun 2 辞書 23  
 die しぬ Verb う 8 死ぬ 25 うまれる 
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 diet ダイエット（する） N verbal 12    
 difficult むずかしい Adj い 7 難しい 22 やさしい 
 dinner ばんごはん Noun 4 晩ごはん 6 あさごはん 
 direction ほう Noun 9 方 9  
 dirty きたない Adj い 7   きれい（な） 
 dish （お）さら Noun 14    
 dislike きらい（な） Adj な 9   すき（な） 
 Disney ディズニー N proper 11    
 Disneyland ディズニーランド N proper 14    
 do する V irreg 4    
 do やる Verb う 14    
 do (respectful) なさる Verb う 9    
 do one's best がんばる Verb う 6    
 dog いぬ Noun 3 犬 21  
 doghouse いぬごや Noun 3 犬ごや 21  
 dollar ドル Noun 5    
 door ドア Noun 10    
 dormitory りょう Noun 2    
 downtown ダウンタウン Noun 4    
 Doyle ドイル N proper 3    
 draw かく Verb う 9   けす 
 drawing え Noun 9 絵 15  
 dress ワンピース Noun 10    
 dress shirt ワイシャツ Noun 10    
 drink のむ Verb う 4 飲む 6  
 drinks のみもの Noun 9 飲み物 12  
 drive うんてん（する） N verbal 11 運転 19  

E ear みみ Noun 7 耳 21  
 early はやい Adj い 8 早い 8 おそい 
 earrings イヤリング Noun 10    
 East Asia ひがしアジア N proper 10 東アジア 10  
 easy やさしい Adj い 7   むずかしい 
 easy かんたん（な） Adj な 9   むずかしい 
 easy らく（な） Adj な 14 楽 14 たいへん（な） 
 eat たべる Verb る 4 食べる 6  
 economics けいざいがく Noun 2 けいざい学 11  
 eel うなぎ Noun 12    
 egg たまご Noun 12    
 eight はち Noun 3 八 3  
 eight things やっつ Noun 9 八つ 9  
 elder brother (plain) あに Noun 8 兄 8 おとうと 
 elder brother (resp) おにいさん Noun 8 お兄さん 8 おとうとさん 
 elder sister (plain) あね Noun 8 姉 8 いもうと 
 elder sister (respect) おねえさん Noun 8 お姉さん 8 いもうとさん 
 electric light でんき Noun 10 電気 15  
 electricity でんき Noun 10 電気 15  
 elementary school しょうがっこう Noun 13 小学校 13  
 Elvis エルビス N proper 11    
 email Ｅメール Noun 9    
 (become) empty すく Verb う 9   こむ 
 energetic げんき（な） Adj な 7 元気 11  
 England イギリス N proper 9    



E-J 6 

 English えいご Noun 2 英語 6  
 English literature えいぶんがく Noun 11 英文学 11  
 enjoyable たのしい Adj い 9 楽しい 13  
 enter はいる Verb う 7 入る 7 でる 
 enter (a contest) （～に）でる Verb る 12 出る 17  
 essay エッセー Noun 11    
 etc. など Particle 5    
 Europe ヨーロッパ N proper 10    
 evening ばん Noun 5 晩 6 あさ 
 every evening まいばん Noun 11 毎晩 14 まいあさ 
 every morning まいあさ Noun 11 毎朝 14 まいばん 
 every week まいしゅう Noun 14 毎週 14  
 everyday まいにち Noun 11 毎日 14  
 everyone (respectful) みなさん Noun 12    
 everyone (plain) みんな Noun 13    
 examination テスト（する） N verbal 5    
 examination しけん Noun 6 試験 17  
 Examiner エグザミナー N proper 2    
 example れい Noun 4 例 X  
 exercise うんどう（する） N verbal 4 運動 19  
 exist (people, 

animals) 
いる Verb る 3    

 exist (respectful) いらっしゃる Verb う 3    
 exist (things) ある Verb う 3   ない 
 expense ひよう Noun 10    
 expensive たかい Adj い 7 高い 7 やすい 
 eye め Noun 7 目 7  

F fall ふる Verb う 8 降る 17 やむ、はれる 
 family (plain) かぞく Noun 8 家族 26  
 family (respectful) ごかぞく Noun 8 ご家族 26  
 famous ゆうめい（な） Adj な 14 有名 14  
 far とおい Adj い 7 遠い 20 ちかい 
 fast はやい Adj い 9   おそい 
 (become) fat ふとる Verb う 14    
 father (plain) ちち Noun 8 父 8  
 father (respectful) おとうさん Noun 8 お父さん 8  
 favor おねがい（する） N verbal 9 お願い 25  
 February にがつ N proper 5 二月 5  
 female おんな Noun 2 女 8 おとこ 
 festival （お）まつり Noun 13    
 fine けっこう（な） Adj な 8   だめ（な） 
 first いちばん Noun 9 一番 9  
 first-year student いちねんせい Noun 2 一年生 11  
 fish さかな Noun 6 魚 24  
 five ご Noun 3 五 3  
 five things いつつ Noun 9 五つ 9  
 flash card フラッシュカード Noun 14    
 flower はな Noun 6 花 12  
 food たべもの Noun 9 食べ物 12  
 foot あし Noun 7 足 21  
 for the first time はじめて Adv 10 始めて 15  
 foreign country がいこく Noun 11 外国 16  
 foreign student りゅうがくせい Noun 6 留学生 6  
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 four し・よん Noun 3 四 3  
 four things よっつ Noun 9 四つ 9  
 fourth-year student よねんせい Noun 2 四年生 11  
 French language フランスご Noun 6 フランス語 6  
 French people フランスじん Noun 6 フランス人 6  
 Friday きんようび N proper 4 金曜日 4  
 friend ともだち Noun 4 友達 13  
 from から Particle 4    
 from now on これから Phrase 4    
 front まえ Noun 3 前 10 うしろ 
 fruit くだもの Noun 9    
 funeral ceremony （お）そうしき Noun 14    
 Furukawa ふるかわ N proper 8 古川 8  

G garden にわ Noun 12    
 gentle やさしい Adj い 7   むずかしい 
 German language ドイツご Noun 6 ドイツ語 6  
 German people ドイツじん Noun 6 ドイツ人 6  
 get on のる Verb う 13   おりる 
 get tired つかれる Verb る 5    
 get to know しる Verb う 10 知る 10  
 get up おきる Verb る 5   ねる 
 gift （お）みやげ Noun 13    
 glasses めがね Noun 10    
 go いく Verb う 4 行く 5 くる 
 go home かえる Verb う 4 帰る 8 でかける 
 go to bed ねる Verb る 5 寝る 15 おきる 
 golf ゴルフ Noun 6    
 good いい Adj い 7   わるい 
 good at じょうず（な） Adj な 9 上手 9 へた（な） 
 good at とくい（な） Adj な 9    
 grade せいせき Noun 14 成績 25  
 graduate student だいがくいんせい Noun 2 大学院生 11  
 graduation そつぎょう（する） N verbal 13 卒業 18 にゅうがく(する) 

 grammar ぶんぽう Noun 13 文法 18  
 grandchild (plain) まご Noun 8    
 grandchild (respect) おまごさん Noun 8    
 grandfather (plain) そふ Noun 8   そぼ 
 grandfather (respect) おじいさん Noun 8   おばあさん 
 grandmother (plain) そぼ Noun 8   そふ 
 grandmother (resp) おばあさん Noun 8   おじいさん 
 green onion ねぎ Noun 12    
 group グループ Noun 14    
 guitar ギター Noun 9    
 gymnasium ジム Noun 4    

H hair かみ Noun 7    
 Hakata はかた N proper 10 博多 X  
 half はん Noun 4 半 4  
 hamburger ハンバーガー Noun 5    
 Hamlet ハムレット N proper 11    
 hand て Noun 7 手 11  
 handout ハンドアウト Noun 9    
 handsome ハンサム Adj な 9    
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 happy うれしい (1st person) Adj い 13   かなしい 
 (be) happy よろこぶ (3rd 

person) 
Verb う 13    

 hard かたい Adj い 11   やわらかい 
 hat ぼうし Noun 10    
 have もつ Verb う 8    
 Hawaii ハワイ N proper 11    
 Hayakawa はやかわ N proper 3 早川 10  

 head あたま Noun 7 頭 12  
 heater ヒーター Noun 14    
 heavy おもい Adj い 14   かるい 
 (body) height せ Noun 7 背 11  
 hello (on the phone) もしもし Interject 10    
 help たすける Verb る 13    
 here ここ Pronoun 2   そこ、あそこ 
 Higashiyama ひがしやま N proper 11 東山 11  
 high たかい Adj い 7 高い 7 ひくい 
 high heeled shoes ハイヒール Noun 10    
 high school こうこう Noun 8 高校 8  
 high school student こうこうせい Noun 8 高校生 8  
 Hiroshima ひろしま N proper 10 広島 X  
 hold もつ Verb う 8    
 Holmes ホームズ N proper 3    
 home うち Noun 3 家 6  
 homestay ホームステイ（する） N verbal 13    
 homework しゅくだい Noun 4 宿題 14  
 Honolulu ホノルル N proper 10    
 host family ホストファミリー Noun 13    
 hot あつい Adj い 11 暑い 22 さむい 
 house うち Noun 3 家 6  
 how どう Adv 7    
 how (respectful) いかが Adv 7    
 how long どのぐらい Adv 10    
 how many people なんにん Pronoun 8 何人 8  
 how much いくら、どのぐらい Adv 10    
 hundred ひゃく Noun 3 百 3  
 husband (plain) しゅじん Noun 8   かない 
 husband (respectful) ごしゅじん Noun 8   おくさん 

I I わたし Pronoun 1 私 5  
 illness びょうき Noun 13 病気 17  
 impolite しつれい（な） Adj な 7    
 inconvenient ふべん（な） Adj な 7 不便 26 べんり（な） 
 inexpensive やすい Adj い 7 安い 7 たかい 
 inside なか Noun 3 中 9 そと 
 intelligence ちえ Noun 11    
 intention つもり Noun 5    
 interesting おもしろい Adj い 7   つまらない 
 interview インタビュー（する） N verbal 10    
 introduction しょうかい（する） N verbal 14 紹介 24  
 invite よぶ Verb う 12    
 Ishikawa いしかわ N proper 2 石川 7  
 Italian cuisine イタリアりょうり Noun 9 料理 12  
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J Jack ジャック N proper 10    
 January いちがつ N proper 5 一月 5  
 Japan にほん N proper 2 日本 4  
 Japan ジャパン N proper 11    
 (of) Japanese 

ancestry 
にっけい Noun 11 日系 X  

 Japanese bullet train しんかんせん N proper 4    
 Japanese cuisine にほんりょうり Noun 5 日本料理 12  
 Japanese language にほんご Noun 1 日本語 6  
 Japanese people にほんじん Noun 6 日本人 6  
 Japantown にほんまち Noun 4 日本まち 4  
 Jazz ジャズ Noun 9    
 jeans ジーンズ Noun 10    
 Jimmy ジミー N proper 2    
 job しごと（する） N verbal 8 仕事 14  
 jogging ジョギング（する） N verbal 5    
 John ジョン N proper 11    
 Jones ジョーンズ N proper 4    
 juice ジュース Noun 8    
 July しちがつ N proper 5 七月 5  
 June ろくがつ N proper 5 六月 5  
 junior high school ちゅうがっこう Noun 13 中学校 13  

K Kim キム N proper 4    
 Kimura きむら N proper 3 木村 15  
 kind しんせつ（な） Adj な 7 親切 20 いじわる（な） 
 Korean language かんこくご Noun 6 かんこく語 6  
 Korean people かんこくじん Noun 6 かんこく人 6  
 Koyama こやま N proper 3 小山 5  
 Kyoto きょうと N proper 2 京都 13  

L laboratory ラボ Noun 7    
 laptop ラップトップ Noun 12    
 large おおきい Adj い 7 大きい 7 ちいさい 
 last evening ゆうべ Noun 14 夕べ 22  
 last month せんげつ Noun 13 先月 13 らいげつ 
 last week せんしゅう Noun 5 先週 13 らいしゅう 
 last year きょねん Noun 8 去年 12 らいねん 
 late おそい Adj い  11   はやい 
 (be) late おくれる Verb る 14   まにあう 
 laundry せんたく（する） N verbal 12 洗濯 16  
 lavatory おてあらい Noun 3 お手洗い 16  
 laver のり Noun 12    
 learn ならう Verb う 12 習う 15  
 leg あし Noun 7    
 leisure ひま（な） Adj な 12   いそがしい 
 lend かす Verb う 8 貸す 23 かりる 
 Lennon レノン N proper 11    
 letter てがみ Noun 3 手紙 10  
 Lewis ルイス N proper 7    
 library としょかん Noun 2 図書館 10  
 lie down ねる Verb る 5 寝る 15 おきる 
 light (weight) かるい Adj い 14   おもい 
 like すき（な） Adj な 9 好き 9 きらい（な） 
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 like very much だいすき（な） Adj な 12 大好き 12  
 Lin リン N proper 3    
 Lincoln リンカーン N proper 11    
 liquor （お）さけ Noun 5 （お）酒 16  
 listen きく Verb う 5 聞く 11  
 literature ぶんがく Noun 5 文学 11  
 (a) little すこし Adv 6 少し 12 たくさん 

 (a) little ちょっと Adv 7   たくさん 

 lively にぎやか（な） Adj な 7   しずか（な） 
 location ばしょ Noun 12    
 lonely さびしい Adj い 13    
 long ながい Adj い 7 長い 7 みじかい 
 look forward to たのしみにする Phrase 4 楽しみ 13  
 Los Angeles ロサンゼルス／ロス N proper 9    
 (a) lot たくさん Adv 5   すこし、ちょっと 
 low (height) ひくい Adj い 7   たかい 
 lunch ひるごはん Noun 4 昼ごはん 25  

M Maeda まえだ N proper 7 前田 25  
 magazine ざっし Noun 2    
 major せんもん Noun 1 専門 22  
 major (respectful) ごせんもん Noun 1 ご専門 22  
 make つくる Verb う 5 作る 9 こわす 
 male おとこ Noun 2 男 8 おんな 
 many おおい Adj い 10 多い 10 すくない 
 many たくさん Adv 5   すこし、ちょっと 
 many kinds of  いろいろ（な） Adj な 12    
 map ちず Noun 9 地図 24  
 March さんがつ N proper 5 三月 5  
 mathematics すうがく Noun 6 数学 26  
 May ごがつ N proper 5 五月 5  
 McDonald's マクドナルド N proper 5    
 me わたし Pronoun 1 私 5  
 meal ごはん Noun 4    
 mean いじわる（な） Adj な 7   しんせつ（な）、や

さしい 
 meaning いみ Noun 12 意味 20  
 meat にく Noun 11 肉 24  
 meet あう Verb う 4 会う 6  
 memorize おぼえる Verb る 12 覚える 15 わすれる 
 Mexican people メキシコじん Noun 6 メキシコ人 6  
 Mickey Mouse ミッキーマウス N proper 11    
 microwave oven でんしレンジ Noun 12    
 midterm ちゅうかん Noun 6 中間 6  
 mile マイル Noun 13    
 Miller ミラー N proper 2    
 Monday げつようび N proper 4 月曜日 4  
 money （お）かね Noun 6 お金 7  
 monitor モニター Noun 14    
 (X) month(s) ～かげつ Counter 9 ～か月 9  
 month after next さらいげつ Noun 13 さ来月 13 せんせんげつ 
 month before last せんせんげつ Noun 13 先々月 13 さらいげつ 
 moon つき Noun 11 月 11  
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 morning ごぜん Noun 4 午前 13 ごご 
 morning あさ Noun 5 朝 10 ばん 
 mother (plain) はは Noun 8 母 8 ちち 
 mother (respectful) おかあさん Noun 8 お母さん 8 おとうさん 
 motorcycle オートバイ Noun 14    
 mouth くち Noun 7 口 21  
 movie えいが Noun 4 映画 15  
 Mt. Fuji ふじさん N proper 12 富士山 X  
 mug マグカップ Noun 9    
 music おんがく Noun 9 音楽 11  

N Nagoya なごや N proper 10 名古屋 X  
 Nakayama なかやま N proper 10 中山 10  
 name なまえ Noun 1 名前 11  
 name (respectful) おなまえ Noun 1 お名前 11  
 nap ひるね（する） N verbal 13 昼寝 25  
 Nara なら N proper 11 奈良 X  
 narrow せまい Adj い 7   ひろい 
 Natsume なつめ N proper 14 夏目 14  
 near ちかい Adj い 7 近い 20 とおい 
 necklace ネックレス Noun 10    
 necktie ネクタイ Noun 10    
 Neil ニール N proper 11    
 nephew (plain) おい Noun 8   めい 
 nephew (respectful) おいごさん Noun 8   めいごさん 
 new あたらしい Adj い 7 新しい 7 ふるい 
 (1st month of) New 

Year 
（お）しょうがつ N proper 14 （お）正月 23  

 New York ニューヨーク N proper 2    
 newspaper しんぶん Noun 2 新聞 11  
 next month らいげつ Noun 13 来月 13 せんげつ 
 next time こんど Noun 6 今度 18  
 next to となり Noun 3    
 next week らいしゅう Noun 11 来週 13 せんしゅう 
 next year らいねん Noun 12 来年 12 きょねん 
 Nguyen ヌエン N proper 10    
 nice けっこう（な） Adj な 8   だめ（な） 
 niece (plain) めい Noun 8   おい 
 niece (respectful) めいごさん Noun 8   おいごさん 
 nine きゅう・く Noun 3 九 3  
 nine things ここのつ Noun 9 九つ 9  
 no いいえ Adv 2   はい 
 no (casual) ううん Adv 6   うん 
 no good だめ（な） Adj な 11   いい、 

けっこう（な） 
 noisy うるさい Adj い 7   しずか（な） 
 nose はな Noun 7    
 (not) at all ぜんぜん Adv 7    
 not busy ひま（な） Adj な 12   いそがしい 
 (not) much あまり Adv 7    
 not serious ふまじめ（な） Adj な 7   まじめ（な） 
 notebook ノート Noun 3    
 novel しょうせつ Noun 11 小説 22  
 November じゅういちがつ N proper 5 十一月 5  
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 now いま Noun 4 今 5  
 now これから Phrase 4    
 number one いちばん Noun 9 一番 9  

O Oakland オークランド N proper 5    
 October じゅうがつ N proper 5 十月 5  
 of course もちろん Adv 6    
 office オフィス Noun 3    
 office hours オフィスアワー Noun 10    
 oh へえ Interject 4    
 okay だいじょうぶ（な） Adj な 12   だめ（な） 
 old ふるい Adj い 7 古い 7 あたらしい 
 on うえ Noun 3 上 5 した 
 on foot あるいて Phrase 4 歩いて 18  
 one いち Noun 3 一 3  
 one person ひとり Noun 8 一人 8  
 one thing ひとつ Noun 9 一つ 9  
 onion たまねぎ Noun 12    
 open (intransitive) あく Verb う 10 開く 10 しまる 
 orange オレンジ Noun 9    
 order オーダー（する） N verbal 9    
 Osaka おおさか N proper 7 大阪 X  
 other (than 

something) 
ほか Noun 10    

 outside そと Noun 3 外 16 なか 
 oversleep ねぼうする V irreg 12 寝ぼうする 18  

P P.M. ごご Noun 4 午後 13 ごぜん 
 painful いたい Adj い 12 痛い 21  
 Pak パク N proper 3    
 pants ズボン Noun 10    
 paper かみ Noun 11 紙 11  
 parcel こづつみ Noun 11 小づつみ 11  
 parents (plain) りょうしん Noun 8 両親 20  
 parents (respectful) ごりょうしん Noun 8 ご両親 20  
 park こうえん Noun 6    
 partner パートナー Noun 10    
 party パーティー Noun 6    
 passport パスポート Noun 14    
 pen ペン Noun 2    
 pencil えんぴつ Noun 2    
 people ひとびと Noun 11 人々 11  
 Perez ペレス N proper 11    
 person ひと Noun 2 人 8  
 person (respectful) かた Noun 2 方 11  
 photograph しゃしん Noun 2 写真 19  
 piano ピアノ Noun 6    
 picnic ピクニック Noun 6    
 picture え Noun 9 絵 15  
 pizza ピザ Noun 11    
 place ばしょ Noun 12    
 place over there あそこ Pronoun 2   ここ 
 plan プラン Noun 4    
 play あそぶ Verb う 6 遊ぶ 24  
 play (string ひく Verb う 6    
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instrument) 
 pleasant たのしい Adj い 9 楽しい 13  
 please どうぞ Adv 9    
 please give ください Phrase 8 下さい 8  
 (to be) pleased うれしい (1st person) Adj い 13   かなしい 
 (to be) pleased よろこぶ (3rd 

person) 
Verb う 13    

 plenty おおい Adj い 10 多い 10 すくない 
 plural marker 

(people) 
～たち Suffix 2 ～達 13  

 points てん Noun 14    
 popcorn ポップコーン Noun 12    
 pork cutlet とんかつ Noun 5    
 post office ゆうびんきょく Noun 3    
 potato じゃがいも Noun 12    
 power ちから Noun 11    
 practice れんしゅう（する） N verbal 9 練習 18  
 preparatory study よしゅう（する） N verbal 14 予習 18 ふくしゅう（する） 
 present プレゼント（する） N verbal 10    
 present おくりもの Noun 14 おくり物 14  
 Presley プレスリー N proper 11    
 printer プリンター Noun 13    
 program プログラム Noun 3    

Q question しつもん（する） N verbal 6 質問 19 こたえる 
 quiet しずか（な） Adj な 7 静か 11 うるさい 
 quit doing something やめる Verb る 14   はじめる 

R radio ラジオ Noun 3    
 rain あめ Noun 8 雨 14  
 raise あげる Verb る 14 上げる 18 もらう 
 Raoul ラウール N proper 4    
 raw fish （お）さしみ Noun 6    
 read よむ Verb う 4 読む 9  
 readings よみもの Noun 12 読み物 12  
 receive もらう Verb う 11   あげる 
 receive (respectful) いただく Verb う 8   さしあげる 
 recently さいきん Noun 14 最近 22 むかし 
 refrigerator れいぞうこ Noun 12   
 regret ざんねん（な） Adj な 6   
 regrettable ざんねん（な） Adj な 6   
 relaxed らく（な） Adj な 14 楽 14  
 reply へんじ（する） N verbal 13 返事 13  
 reputation ひょうばん Noun 14    
 request おねがい（する） N verbal 9    
 rest やすむ Verb う 14 休む 14  
 restaurant レストラン Noun 5    
 return かえす Verb う 6 返す 13 かりる 
 review ふくしゅう（する） N verbal 6 復習 18 よしゅう(する) 
 (cooked) rice ごはん Noun 4    
 (uncooked) rice （お）こめ Noun 12 お米 12  
 rice cake （お）もち Noun 14    
 ride のる Verb う 13 乗る 18 おりる 
 ring ゆびわ Noun 10    
 rock ロック Noun 9    
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 room へや Noun 3 部屋 17  
 roommate ルームメート Noun 3    
 run はしる Verb う 13    
 Russian language ロシアご Noun 6 ロシア語 6  

S sake （お）さけ Noun 5 酒 16  
 sale セール Noun 7    
 salmon さけ Noun 12    
 salt （お）しお Noun 12    
 San Francisco サンフランシスコ N proper 2    
 Saturday どようび N proper 4 土曜日 4  
 say いう Verb う 11 言う 16  
 Schmidt シュミット N proper 8    
 school がっこう Noun 10 学校 10  
 science サイエンス Noun 2    
 score てん Noun 14    
 search for さがす Verb う 14    
 second-year student にねんせい Noun 2 二年生 11  
 see みる Verb る 4 見る 6  
 send おくる Verb う 10 送る 24  
 sentence ぶん Noun 13 文 13  
 September くがつ N proper 5 九月 5  
 serious まじめ（な） Adj な 7   ふまじめ（な） 
 service サービス（する） N verbal 11    
 seven しち・なな Noun 3 七 3  
 seven things ななつ Counter 9 七つ 9  
 Shakespeare シェークスピア N proper 11    
 Shin-Osaka しんおおさか N proper 10 新大阪 X  
 Shinto shrine じんじゃ Noun 13    
 ship ふね Noun 11    
 shoes くつ Noun 6    
 shop （お）みせ Noun 6 （お）店 12  
 shopping かいもの（する） N verbal 4 買い物 12  
 short (height) ひくい Adj い 7   たかい 
 short (length) みじかい Adj い 7 短い 22 ながい 
 shorts ショートパンツ Noun 10    
 show signs of desire ほしがる Verb う 12    
 shower シャワー Noun 13    
 siblings きょうだい Noun 8 兄弟 8  
 siblings (respectful) ごきょうだい Noun 8 ご兄弟 8  
 side よこ Noun 3    
 side ほう Noun 9 方 9  
 simple らく（な） Adj な 14 楽 14 たいへん（な） 
 sing うたう Verb う 8 歌う 15  
 Singh シン N proper 7    
 sit down すわる Verb う 10   たつ 
 six ろく Noun 3 六 3  
 six things むっつ Noun 9 六つ 9  
 ski スキー Noun 6    
 skirt スカート Noun 10    
 skit スキット Noun 13    
 sleep ねむる Verb う 14 眠る 19 おきる 
 sleepy ねむい Adj い 14 眠い 19  
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 slow おそい Adj い 11   はやい 
 small せまい Adj い 7   ひろい 
 small ちいさい Adj い 7 小さい 7 おおきい 
 Smith スミス N proper 7    
 snack おかし Noun 11    
 sneakers スニーカー Noun 10    
 snow ゆき Noun 13 雪 17  
 snowman ゆきだるま Noun 13 雪だるま 17  
 so ですから Conj 6    
 so that それで Conj 8    
 socks ソックス Noun 10    
 sofa ソファー Noun 3    
 soft やわらかい Adj い 11   かたい 
 some time ago このあいだ Phrase 12 この間 23  
 someone だれか Pronoun 3   だれも 
 someone (respectful) どなたか Pronoun 3   どなたも 
 something なにか・なんか Pronoun 3 何か 4 なにも 
 sometimes ときどき Adv 11 時々 11 いつも 
 somewhere どこかに Adv 3   どこにも 
 Son ソン N proper 2    
 song うた Noun 8 歌 15  
 soon すぐ・もうすぐ Adv 5    
 soy sauce （お）しょうゆ Noun 12    
 spacious ひろい Adj い  7 広い 7 せまい 
 spaghetti スパゲティ Noun 6    
 Spanish language スペインご Noun 6 スペイン語 6  
 speak はなす Verb う 6 話す 9  
 speak いう Verb う 11 言う 16  
 speciality せんもん Noun 1 専門 22  
 speciality (respectful) ごせんもん Noun 1 ご専門 22  
 sport スポーツ Noun 9    
 sports player せんしゅ Noun 11    
 spring はる Noun 13 春 13  
 spring vacation はるやすみ Noun 13 春休み 13  
 stand up たつ Verb う 10   すわる 
 start (transitive) はじめる Verb る 10 始める 15 おえる、やめる 
 start living 

somewhere 
すむ Verb う 10 住む 10  

 station えき Noun 4 駅 20  
 stay over night とまる Verb う 14    
 steak ステーキ Noun 5    
 stereo (set) ステレオ Noun 11    
 still まだ Adv 8   もう 
 stomach おなか Noun 9    
 store （お）みせ Noun 6 （お）店 12  
 store clerk てんいん Noun 12 店員 12  
 story はなし Noun 9 話 9  
 street とおり Noun 11    
 stroll さんぽ（する） N verbal 13    
 student がくせい Noun 1 学生 5  
 study べんきょう（する） N verbal 4 勉強 14  
 studying abroad りゅうがく（する） N verbal 12 留学 12  
 sugar （お）さとう Noun 12    
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 suit スーツ Noun 10    
 suitcase スーツケース Noun 13    
 summer なつ Noun 13 夏 13  
 summer vacation なつやすみ Noun 6 夏休み 13  
 summon よぶ Verb う 8    
 Sunday にちようび N proper 4 日曜日 4  
 sunglasses サングラス Noun 10    
 supermarket スーパー Noun 4    
 supper ばんごはん Noun 4 晩ごはん 6 あさごはん 
 sweater セーター Noun 10    
 sweatshirt トレーナー Noun 10    
 sweet あまい Adj い 11   からい 
 swim およぐ Verb う 6 泳ぐ 25  

T table テーブル Noun 3    
 Tahoe タホ N proper 5    
 take とる Verb う 5 取る 14  
 take (picture) （しゃしんを）とる Verb う 8    
 take (shower) （シャワーを）あびる Verb る 13    
 take (exam) （しけんを）うける Verb る 13 受ける 16  
 take (time, expense) かかる Verb う 10    
 take a day off やすむ Verb う 14 休む 14  
 take off (clothes, 

shoes) 
ぬぐ Verb う 14   きる、はく 

 talk はなし Noun 9 話 9  
 talk いう Verb う 11 言う 16  
 Tanaka たなか N proper 3 田中 19  
 Tango タンゴ N proper 13    
 tape テープ Noun 6    
 taxi タクシー Noun 8    
 tea おちゃ Noun 4 お茶 9  
 teach おしえる Verb る 5 教える 14 ならう 
 teacher せんせい Noun 1 先生 5  
 team チーム Noun 11    
 telephone でんわ（する） N verbal 10 電話 15  
 ten じゅう Noun 3 十 3  
 ten things とお Noun 9 十 9  
 tennis テニス Noun 4    
 teriffic すごい Adj い 11    
 test しけん Noun 6 試験 17  
 textbook テキスト Noun 2    
 textbook きょうかしょ Noun 9 教科書 20  
 Thailand タイ N proper 11    
 that direction あちら Pronoun 7   こちら 
 that direction そちら Pronoun 7   こちら 
 that NOUN その + NOUN Adj irreg 2   この 
 that NOUN (over 

there) 
あの + NOUN Adj irreg 2   この 

 that one あれ Pronoun 2   これ 
 that one それ Pronoun 2   これ 
 the other day このあいだ Phrase 12 この間 23  
 there そこ Pronoun 2   ここ 
 therefore ですから Conj 6    
 therefore それで Conj 8    
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 think かんがえる Verb る 11 考える 24  
 third-year student さんねんせい Noun 2 三年生 11  
 this direction こちら Pronoun 7   あちら 
 this evening こんばん Noun 5 今晩 6 けさ 
 this month こんげつ Noun 13 今月 13  
 this morning けさ Noun 12 今朝 12 こんばん 
 this NOUN この + NOUN Adj irreg 2   その、あの 
 this one これ Pronoun 2   それ、あれ 
 this week こんしゅう Noun 12 今週 13  
 this year ことし Noun 8 今年 10  
 thousand せん Noun 3 千 3  
 three さん Noun 3 三 3  
 three persons さんにん Noun 8 三人 8  
 three things みっつ Noun 9 三つ 9  
 Thursday もくようび N proper 4 木曜日 4  
 ticket きっぷ Noun 13 切符 22  
 time じかん Noun 10 時間 10  
 time とき Noun 13 時 13  
 Times タイムズ N proper 2    
 to まで Particle 4   から 
 to tell the truth じつは Phrase 13    
 today きょう Noun 4 今日 5  
 together いっしょに Phrase 4    
 toilet おてあらい Noun 3 お手洗い 16  
 Tokyo とうきょう N proper 7 東京 8  
 tomorrow あした Noun 4 明日 5 きのう 
 tough たいへん（な） Adj な 5 大変 14 らく（な） 
 tough かたい Adj い 11   やわらかい 
 town まち Noun 4    
 train でんしゃ Noun 4 電車 15  
 travel りょこう（する） N verbal 13 旅行 19  
 trifle つまらない Adj い 7   おもしろい 
 trip りょこう（する） N verbal 13 旅行 19  
 trivial つまらない Adj い 7   おもしろい 
 trousers ズボン Noun 10    
 try やる Verb う 14    
 T-shirt Ｔシャツ Noun 9    
 Tuesday かようび N proper 4 火曜日 4  
 turn off (transitive) けす Verb う 14   つける 
 turn off (intransitive) きえる Verb る 10   つく 
 turn on (intransitive) つく Verb う 10   きえる 
 turn on (transitive) つける Verb る 14   けす 
 TV テレビ Noun 4    
 two に Noun 3 二 3  
 two persons ふたり Noun 8 二人 8  
 two things ふたつ Counter 9 二つ 9  

U umbrella かさ Noun 6    
 uncle (plain) おじ Noun 8   おば 
 uncle (respectful) おじさん Noun 8   おばさん 
 uncooked rice （お）こめ Noun 12 （お）米 12  
 under した Noun 3 下 5 うえ 
 undergraduate だいがくせい Noun 2 大学生 8  
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 understand わかる Verb う 10 分かる 10  
 (X) unit(s) ～こ Counter 9    
 university だいがく Noun 2 大学 7  
 untasty まずい Adj い 7   おいしい 
 up to まで Particle 4   から 
 usage つかいかた Noun 13 使い方 16  
 use つかう Verb う 6 使う 16  

V various いろいろ（な） Adj な 12 色々 18  
 vegetable やさい Noun 12    
 very とても Adv 7    
 vicinity ちかく Noun 3 近く 20  
 video ビデオ Noun 11    
 vinegar （お）す Noun 11    
 vocabulary たんご Noun 14 単語 18  
W wait まつ Verb う 8 待つ 9  

 waiter ウェイター Noun 9    
 wake up 

(intransitive) 
おきる Verb る 5   ねる 

 walk あるく Verb う 8 歩く 18  
 want ほしい Adj い  12    
 wash あらう Verb う 14 洗う 16 よごす 
 watch とけい Noun 3 時計 23  
 watch みる Verb る 4 見る 6  
 water みず Noun 12 水 12  
 Watson ワトソン N proper 3    
 way ほう Noun 9 方 9  
 way of making つくりかた Noun 13 作り方 13  
 way of reading よみかた Noun 13 読み方 13  
 way of writing かきかた Noun 13 書き方 13  
 way to use つかいかた Noun 13 使い方 16  
 we わたしたち Pronoun 2 私達 13  
 wear (accessory) する V irreg 10   とる、はずす 
 wear (dress, shirt, 

suit) 
きる Verb る 10 着る 21 ぬぐ 

 wear (glasses) （めがねを）かける Verb る 10   はずす 
 wear (hat, cap) かぶる Verb う 10   とる 
 wear (shoes, socks, 

trousers) 
はく Verb う 10   ぬぐ 

 weather （お）てんき Noun 13 （お）天気 22  
 wedding ceremony けっこんしき Noun 14 結婚しき 26  
 Wednesday すいようび N proper 4 水曜日 4  
 week after next さらいしゅう Noun 13 さ来週 13 せんせんしゅう 
 week before last せんせんしゅう Noun 13 先々週 13 さらいしゅう 
 weekend しゅうまつ Noun 4 週まつ 13  
 well よく Adv 10    
 well then (casual) じゃ Conj 5    
 well then (casual) それじゃ Conj 6    
 what なに・なん Pronoun 2 何 4  
 what hour なんじ Pronoun 4 何時 4  
 what kind of どんな + NOUN Adj irreg 7    
 what language なにご Pronoun 6 何語 6  
 what minute なんぷん Pronoun 4 何分 4  
 what-year student なんねんせい Pronoun 2 何年生 11  
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 wheat flour こむぎこ Noun 12    
 when いつ Adv 4    
 when とき Noun 13 時 13  
 where どこ Pronoun 2    
 which day of the 

week 
なんようび Pronoun 4 何曜日 4  

 which month なんがつ Pronoun 5 何月 5  
 which NOUN どの + NOUN Adj irreg 2    
 which one どれ Pronoun 2    
 whisky ウィスキー Noun 9    
 who だれ Pronoun 2    
 who (respectful) どなた Pronoun 2    
 why どうして Adv 5    
 why なぜ Adv 12    
 wide ひろい Adj い 7 広い 7 せまい 
 wife (plain) かない Noun 8   しゅじん 
 wife (respectful) おくさん Noun 8   ごしゅじん 
 Wilson ウィルソン N proper 7    
 window まど Noun 10    
 wine ワイン Noun 5    
 winter ふゆ Noun 8 冬 13  
 winter vacation ふゆやすみ Noun 6 冬休み 13  
 wisdom ちえ Noun 11    
 wonderful けっこう（な） Adj な 8   だめ（な） 
 Wong ウォン N proper 2    
 word たんご Noun 14 単語 18  
 work はたらく Verb う 13 働く 14  
 wow わあ Interject 4    
 Wright Brothers ライトきょうだい N proper 11 ライト兄弟 11  
 write かく Verb う 4 書く 9 けす 

Y Yamada やまだ N proper 3 山田 19  
 Yamamoto やまもと N proper 6 山本 6  
 Yamashita やました N proper 7 山下 7  
 Yasukawa やすかわ N proper 8 安川 9  
 year after next さらいねん Noun 13 さ来年 13 おととし 
 year before last おととし Noun 13   さらいねん 
 yes はい Adv 2   いいえ 
 yes (casual) うん Adv 5   ううん 
 yesterday きのう Noun 5 昨日 5 あした 
 yet まだ Adv 5   もう 
 Yokohama よこはま N proper 8 横浜 X  
 Yosemite ヨセミテ N proper 3    
 you あなた Pronoun 2    
 Young ヤング N proper 3    
 younger brother 

(plain) 
おとうと Noun 8 弟 8 あに 

 younger brother 
(resp) 

おとうとさん Noun 8 弟さん 8 おにいさん 

 younger sister (plain) いもうと Noun 8 妹 8 あね 
 younger sister (resp) いもうとさん Noun 8 妹さん 8 おねえさん 
 yucky まずい Adj い 7   おいしい 
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