
順番 見出語 漢字 ローマ字表記 英語訳

1 わたし 私 watashi I
2 あなた anata you
3 あのひと あの人 anohito that person
4 あのかた あの方 anokata that person(polite style of "あのひと")
5 さん san Mr./Ms./Mrs.
6 ちゃん chan suffixe for girl's name.
7 じん 人 jin suffix which means "one's country of origin"
8 せんせい 先生 sensei teacher
9 きょうし 教師 kyoushi teacher,instructor

10 がくせい 学生 gakusei student
11 かいしゃいん 会社員 kaishain company employee
12 しゃいん 社員 shain employee of ~ company
13 ぎんこういん 銀行員 ginkouin bank employee
14 いしゃ 医者 isha doctor
15 けんきゅうしゃ 研究者 kenkyuusha researcher, scholor
16 だいがく 大学 daigaku university, collage
17 びょういん 病院 byouin hospital
18 だれ 誰 dare who
19 どなた donata who (polite style of "だれ")
20 さい 歳 sai ~ years old
21 なんさい 何歳 nansai how old
22 おいくつ oikutsu how old(polite style of "なんさい")
23 はい hai yes
24 いいえ iie no
25 にほん 日本 nihon Japan
26 アメリカ amerika U.S.A.
27 イギリス igirisu U.K.
28 ちゅうごく 中国 chuugoku China
29 かんこく 韓国 kankoku South Korea
30 インド indo India
31 フランス furansu France
32 イタリア itaria ltaly
33 ドイツ doitsu Germany
34 スペイン supein Spain
35 スイス suisu Switzerland
36 メキシコ mekishiko Mexico
37 ブラジル burajiru Brazil
38 インドネシア indoneshia Indonesia
39 タイ tai Thailand
40 シンガポール shingapooru Singapore
41 ベトナム betonamu Vietnam
42 ロシア roshia Russia
43 これ kore this
44 それ sore that(thing near the listener)
45 あれ are that(thing distant from both the speaker and the listener)



46 ボールペン boorupen bollpoint pen
47 シャープペンシル shaapupenshiru mechanical pencil, propelling pencil
48 えんぴつ 鉛筆 enpitsu pencil
49 ノート nooto notebook
50 てちょう 手帳 techou pocket notebook
51 ほん 本 hon book
52 ざっし 雑誌 zasshi magazine
53 じしょ 辞書 jisho dictionary
54 しんぶん 新聞 shinbun newspaper
55 かばん kaban bag
56 かさ 傘 kasa umbrella
57 かぎ 鍵 kagi key
58 カード kaado (credit) card
59 いす 椅子 isu chair
60 めいし 名刺 meishi business card
61 つくえ 机 tsukue desk
62 とけい 時計 tokei watch, clock
63 カメラ kamera camera
64 テレビ terebi TV, television
65 コンピューター konpyuutaa computer
66 シーディー, CD shiideii CD, compact disc
67 ラジオ rajio radio
68 くるま 車 kuruma car, vehicle
69 コーヒー koohii coffee
70 チョコレート chokoreeto chocolate
71 なん 何 nan what


