
Vocabulary Kanji Meaning & Example Freq.

～えき ～駅 ... station 「めぐろ駅」 1

～えん ～円 ... yen 「1,000円」 3

～かい ... floor 「わたしの へやは 2かいです」 2

～かい ... times 「このえいがを 2かい みました」 1

～かかん ～日間 for ... day(s) 「3日間 きょうとに いきます」 1

～かげつ ～か月 (for) ... month(s) 「1か月 しごとを やすみます」 1

～かた how to ... 「このりょうりの つくりかた」 2

～がつ ～月 ... month 「1月、2月、3月」 3

～がります
(third person) wants to ...
「こどもは チョコレートを たべたがっています」
（てform of 「がります」 ＋ います）

～がわ ... side 「ひだりがわを あるきます」

～キロ ... kg = 「キログラム」

～キロ ... km = 「キロメートル」

～くらい/ぐらい about ... 「2じかんぐらい べんきょうします」 3

～グラム ... gram 「3グラム」 1

～こ counter for small object 「りんごが 3こ あります」

～ご ～語 ... language 「にほん語」

～ごろ around ... (for time) 「2じごろに あいましょう」 1

～さい ... year(s) old 「こどもは 5さいです」 18

～さつ counter for book 「ほんが 3さつ あります」

～さん Mr., Mrs., Miss

～じ ～時 ... o'clock 「いま 3時です」 7

～じかん ～時間 ... hour(s) 「2時間 べんきょうします」 1

～しゅうかん ～週間 (for) ... week(s) 「2週間 アメリカに いきます」 1

～じん ～人 ...an, ...ese 「アメリカ人」「にほん人」

～すぎ past, over 「2じすぎに とうきょうに つきます」

～ずつ ... each 「10まいずつ コピーします」

～せんせい ～先生 teacher 「やまぐち先生」 2

～だい counter for machine 「くるまが 3だいあります」

～たち
...s, ... and others
「わたしたち」「あなたたち」「こどもたち」「あのひとたち」

～ちゅう ～中 be in middle of ..., (during) in ... 「いま しごと中です」

～つ counter for object 「コーヒーを 3つ ください」 3
～ど ... time(s) 「このえいがを 2ど みました」 2

～にち ～日 ...st, ...nd, ...th 「きょうは 12日です」 4

～にん ～人 counter for person 「にほんじんは 3人です」 2
～ねん ～年 ... years 「ことしは 2014年です」 1

～はい cups of ... 「ビールを 3ばい のみます」

～はん ～半 half 「いま 9じ半です」 1

～ばん No. ... 「3ばんを よみます」 17
～ひき/びき/ぴき counter for animal 「さかなが 3びき います」 1

～ふん/ぶん/ぷん ～分 ... minute(s) 「30分 まってください」 1

～ページ ... page 「3ページを よみましょう」 3

～ほん/ぼん/ぽん ～本 counter for long object 「かさが 3本 あります」 2
～まい counter for thin object 「おさらが 3まい あります」

～まえ ～前
... ago 「2ねん前に きょうとに いきました」
before ... 「たべる前に てを あらいます」

2

～メートル ... meter 「3メートル」 1
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～や ... store, ... shop 「すしや」 4

あいます 会います see (a person), meet 「ともだちに/と 会います」 1

あおい blue [i-adj.] 「あおいボールペン」

あか 赤 red [noun] 「赤で かきます」 1

あかい 赤い red [i-adj.] 「赤いボールペン」

あがります go up 「エレベーターで 15かいに あがります」 1

あかるい bright, light [i-adj.] 「このへやは あかるいです」 1

あき autumn, fall 「あきが すきです」

あきます open 「ドアが あきます」The door opens.

あけます open 「わたしは ドアをあけます」I open the door. 1

あげます give 「ははに プレゼントを あげます」 1

あさ 朝 morning 「あしたの 朝は 6じに おきます」 4

あさごはん 朝ごはん breakfast 「朝ごはんを たべましたか」 

あさって the day after tomorrow 「あさって ハワイに いきます」 

あし 足 leg, foot 「かのじょは 足が ながいです」 

あした tomorrow 「あした でんわします」 6

あそこ over there 「あそこで バスに のります」 2

あそびます play 「こどもは こうえんで あそびます」 1

あたたかい warm [i-adj.] 「きょうは あたたかいです」

あたま head 「かれは とても あたまが いいです」

あたらしい 新しい new [i-adj.] 「新しい くるまを かいます」 1

あちら over there 「あそこ」の more polite 「いりぐちは あちらです」 2

あつい hot [i-adj.] 「きょうは あついですね」

あつい thick [i-adj.] 「このじしょは あついです」

あと(で) 後(で) after 「あさごはんの 後で さんぽします」 7

あに (my) older brother 「あには イギリスに います」 1

あね (my) older sister 「あねは フランスに います」 3

あの～ that ... 「あのひとは だれですか」 2

アパート apartment 「わたしの アパートは えきから ちかいです」 1

あびます take (a shower) 「あさ シャワーを あびます」 1

あぶない dangerous [i-adj.] 「ここは あぶないですよ」

あまい sweet [i-adj.] 「このコーヒーは とても あまいですね」

あまり not much ... 「あまり ほんを よみません」 1

あめ 雨 rain 「あした 雨が ふります」 1

アメリカ The United States of America 「あには アメリカに いきました」 1

あらいます wash 「おさらを あらいます」 2

あります (有ります) be [existence] 「はこの なかに りんごが ななつ あります」 23

あります (有ります) have [possession] 「わたしは きょう じかんが あります」

あるきます 歩きます walk 「歩いて かいしゃに いきます」 1

あれ that (one) 「あれは なんですか」 1

いい good [i-adj.] 「このカメラは とても いいですね」 19

いいます 言います say, tell 「もういちど 言います」 9

いえ 家 house 「かれの 家は どこですか」 5

いきます 行きます go 「がっこうに 行きます」 14
いくつ how many, how old 「りんごが いくつ ありますか」

いくら how much 「これは いくらですか」 1

いけ pond 「わたしの いえに いけが あります」 1
いしゃ doctor = 「おいしゃさん」 「あねは いしゃです」 1

いす chair 「このいすは やすかったです」 1

いそがしい busy [i-adj.] 「まいにち いそがしいです」

いたい be painful [i-adj.] 「あたまが いたいです」

いち 一 one 1
いちど 一ど once 「もう一ど いってください」 1

いちにち 一日 one day 「きのうは 一日 うちに いました」 1

いちばん 一ばん the best 「一ばん いいものを えらびます」 13
いつ when 「いつ とうきょうに いきますか」 1

いつか 五日 the fifth day of the month, five days 「きょうは 五日です」

いっしょ(に) together 「ともだちと いっしょに がっこうに いきます」 5

いつつ 五つ five 「りんごは 五つ 400えんです」 1

あ
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