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讀音 漢字 中文 範例例句

かぎ 鍵 鑰匙 これは家のかぎです。

しお 塩 鹽巴
すみませんが塩をとってくださ
い。

くもる 曇る 變陰暗 あ、くもってきましたね。

きたない 汚い 髒的 部屋が汚くなりました。

シャツ 襯衫
あの大きいシャツをみせてくだ
さい。

きく 聞く 聽
毎日ラジオでニュースをききま
す。

くつした 靴下 襪子
山にのぼりますから、くつしたを
はきました。

パン 麵包
昼ごはんはいつもパンとコー
ヒーです。

おまわりさん お巡りさん 警察
おまわりさん、これ、おちていま
した。

けいかん 警官 警官 警官が立っています。

たいへん 大変 嚴重
この問題はたいへん（＝とても）
難しい。

まずい 難吃的
自分で料理をつくりましたが、
まずかったです。

しまる 閉まる 關閉
このボタンをおすと、ドアがしま
ります。

しめる 閉める 關上
エアコンをつけましたから、まど
をしめてください。

へん 辺 邊緣
荷物はそのへんにおいておい
てください。

～ながら 邊~邊~
歩きながらたばこを吸ってはい
けません。

くすり 薬 藥
おなかがいたいですから、くす
りをのみました。

しめる 締める 繫上、綁緊
ネクタイ/ふた等　＋を　＋しめ
る

のぼる 登る 攀登
山に登ったらおなかがすきまし
た。

ペット 寵物
わたしのへやはペットを飼うこと
ができます。

わるい 悪い 壞的、不好的
今日は体のちょうしがわるいで
す。

いろ 色 顏色 どの色がいいですか。

たまご 卵 雞蛋 卵とパンを買います。

ざっし 雑誌 雜誌 外国のざっしは高いです。

りょうしん 両親 雙親
両親はアメリカに住んでいま
す。

しょうゆ 醬油 このしょうゆは少しあまいです。

びょういん 病院 醫院 あそこは病院です。

いしゃ 医者 醫生 イーさんは医者です。
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まがる 曲がる 轉彎、彎曲
あの角を曲がると、郵便局が見
えます。

かど 角 轉角
あの角を右へまがってくださ
い。

あおい 青い 藍色的 青い車を買いました。

あお 青 藍色 信号が青になった。

ふるい 古い 舊的、老的
わたしのしゅみは古い切手をあ
つめることです。

やさしい 易しい 簡單的
きのうのテストはやさしかったで
す。

かえす 返す 歸還 お金をかえしてください。

おかし お菓子 點心
おばあちゃんはぼくにお菓子を
くれます。

まだ 還~、依然 ミラーさんはまだ来ませんか。

かいもの 買い物 購物
にちようびはははとかいものに
いきます。

うすい 薄い 薄的 このノートは薄いですね。

かお 顔 臉 オウさんは顔が小さいです。

こえ 声 聲音 とりの声が聞こえます。

いつも 總是、經常
朝ごはんはいつもパンとコー
ヒーです。

へた 下手 糟糕的
練習しませんでしたから、へた
になりました。

かぶる 被る 戴
外はさむいですからぼうしをか
ぶったほうがいいです。

おす 押す 壓、推
このボタンを押すとドアが開き
ます。

しょうどう 食堂 餐廳
新しいしょくどうへ行きません
か。

レストラン 餐廳
あのレストランでお昼ご飯をた
べましょう。

さいふ 財布 錢包 さいふをなくしてしまいました。

テープレコーダー 錄音機
テープレコーダーはあまり使い
ません。

まんねんひつ 万年筆 鋼筆
このまんねんひつは父にもらい
ました。

なくす 遺失 さいふをなくしてしまいました。

ねこ 猫 貓 庭にねこがいます。

あげる 上げる 舉起、抬起 母に花をあげました。

さす 舉、撐 傘をさす。

あめ 飴 糖果
歯に良くないですから、飴は食
べません。

あつい 熱い 燙的 火は熱いです。

はし 橋 橋
そのはしをわたって、まっすぐ
いってください。

き 木 樹木 あの木の下で休みましょう。
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ならう 習う 學習
ワット先生にえいごをならいま
した。

べんきょう 勉強 學習
日本へ経済のべんきょうに来ま
した。

がっこう 学校 學校 学校へ行きます。

がくせい 学生 學生 わたしは学生です。

せいと 生徒 學生
日語的「がくせい」通常指大學
生，「せいと」指國中高中生。

くつ 靴 鞋子
わたしの趣味はくつをあつめる
ことです。

よむ 読む 閱讀 姉の書いた手紙を読みました。

となり 隣 鄰近、鄰居
ぎんこうのとなりに郵便局があ
ります。

ぶたにく 豚肉 豬肉 わたしは豚肉を食べません。

あのう 請問
あのう、これ、ほんの気持ちで
す。

ください 請~ すみません、これをください。

どうぞ 請
これ、プレゼントです、どうぞ。
ありがとうございます。

はなす 話す 談話
すみません、もっとゆっくり話し
てください。

じゅぎょう 授業 課程
水よう日はじゅぎょうがありませ
ん。

だれ 誰 誰 この人は誰ですか。

やおや 八百屋 蔬菜店 野菜はやおやで売っています。

やさい 野菜 蔬菜 もっと野菜を食べましょう。

テープ 膠帶 これはえいごのテープです。

れんしゅう 練習 練習
たくさん練習しましたから上手
になりました。

はこ 箱 箱子
箱の中にりんごがいくつありま
すか。

おさら お皿 盤子 このお皿はすてきですね。

にぎやか 熱鬧 おまつりはにぎやかでした。

あつい 暑い 熱的 台湾の夏は暑いです。

かいだん 階段 樓梯
あの階段の後ろにでんわがあ
ります。

コピー 影印
この資料を９０枚コピーしてくだ
さい。

ひく 弾く 彈奏 ピアノを弾くことができますか。

ひろい 広い 廣闊的
もっと広い部屋に住みたいで
す。

ラジオ 廣播
毎日英語のラジオを聞いてい
ます。

だいどころ 台所 廚房 ワインは台所にあります。

かく 書く 寫
ここになまえとじゅうしょをかい
てください。
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くち 口 嘴巴
あのネコは口がおおきいです
ね。

つよい 強い 厲害的 風が強いですね。

はな 鼻 鼻子 鼻がよくないです。

ネクタイ 領帶
ミラーさんは、あのネクタイをし
ている人です。

かかる 掛かる 需要、花費 時間がかかる　　お金がかかる

いる 要る 需要 パスポートがいります。

ぎんこう 銀行 銀行 銀行は３じにおわります。

とおい 遠い 遠的 家から学校まで遠いですか。

からい 辛い 辣的
辛い食べ物をたべることができ
ますか。

かるい 軽い 輕的
このパソコンはかるくていいで
す。

はなし 話 說話
父の話はいつもおもしろいで
す。

いう 言う 說
首相は景気が悪いと言いまし
た。

ことば 言葉 語言
新しいことばをおぼえなければ
なりません。

つくる 作る 製作
りょうりをつくるまえに、手を洗
いましたか。

みどり 緑 綠色
この公園は緑がおおくてきれい
です。

かんじ 漢字 漢字
すみません、このかんじのよみ
かたを教えてください。

きれい 綺麗 漂亮的
きれいな花をははにあげまし
た。

うた 歌 歌曲 田中さんは歌が上手です。

ゆっくり 慢慢的 もっとゆっくり言ってください。

おそい 遅い 慢、晚
ミラーさん遅いですね、もう10
時ですよ。

むこう 向こう 對面、前方
あの山の向こうに川がありま
す。

どうも 實在
どうもありがとうございました。
いいえ。

としょかん 図書館 圖書館 としょかんは夜１０じまでです。

えいがかん 映画館 電影院 えいがかんでえいがを見ます。

えいが 映画 電影
わたしのしゅみはえいがをみる
ことです。

フィルム 電影
旅行へ行きますからフィルムを
３つ持っていきます。

でんわ 電話 電話 この電話をつかってください。

テレビ 電視
まいにちテレビを3じかん見ま
す。

エレベーター 電梯
疲れましたからエレベーターを
使いましょう。
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でんしゃ 電車 電車
バスより電車のほうが速いで
す。

でんき 電気 電力
部屋に入ったとき電気がついて
いました。

ゼロ 零

えんぴつ 鉛筆 鉛筆
先生、鉛筆で書いてもいいです
か。

みち 道 道路
この道をまっすぐ行ってくださ
い。

あそぶ 遊ぶ 遊玩 ここで遊んではいけません。

なか 中 裡面
かばんの中にじしょが２さつあ
ります。

スカート 裙子 白いスカートがほしいです。

ばんごう 番号 號碼
電話番号を忘れないでくださ
い。

ふる 降る 落下、降下 雨がふっています。

じてんしゃ 自転車 腳踏車
自転車に乗ることができます
か。

あし 足 腳 足が痛いです。

あたま 頭 腦袋 弟は頭がいい。

よく 經常 よく行きます。

はし 箸 筷子 はしでごはんをたべます。

ばんごはん 晩ご飯 碗飯 晩ご飯はいつも

ゆうはん 夕飯 碗飯
母が作った夕飯が食べたいで
す。

ちゃわん 茶碗 碗、飯碗 ちゃわんを洗っています。

ひくい 低い 矮的 このたてものはひくいです。

ねる 寝る 睡覺
寝る前にはをみがいて、おふろ
に入りました。

とる 撮る 照相、攝影 写真をとってもいいですか。

しゃしん 写真 照片
ここで写真を撮ってもいいです
か。

あたたかい 暖かい 溫暖 この部屋は暖かいですね。

ぬるい 温い 溫的
お風呂がぬるくなるから、早く
入ったほうがいいですよ。

できる 會、能 わたしは英語ができます。

くらい 暗い 暗的 部屋がくらくなりました。

ストーブ 暖爐
ストーブはいりません、寒くない
ですから。

ニュース 新聞
まいにち英語のニュースを見ま
す。

あたらしい 新しい 新的 この本は新しいです。

かぜ 風邪 感冒
風邪ですね、きょうはおふろに
入らないでください。

いみ 意味 意思
このことばのいみをおしえてく
ださい。
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ほしい 欲しい 想要、需要 大きいうちが欲しいです。

おかあさん お母さん 媽媽
お母さんは忙しいから、あっち
行って。

はは 母 媽媽 母はことし５０歳です。

まるい 丸い 圓的 このいぬの目はまるい。

ええ 嗯、是 じゃ、またあした。ええ、また。

くろい 黒い 黑色的 ミラーさんの車は黒いです。

くろ 黒 黑色 白と黒のかばんはありますか。

きいろい 黄色い 黃色的 公園の緑が黄色くなりました。

きいろ 黄色 黃色
すみません、その黄色のはいく
らですか。

のみもの 飲み物 飲料 のみものはなにがいいですか。

ホテル 飯店、旅館
これからホテルの予約をしま
す。

ごはん ご飯 飯
ごはんを食べる前にてをあらい
ます。

ひま 暇 閒暇 ひまなとき、本を読みます。

はじめる 始める 開始
さあ、会議をはじめましょう。あ
れ、ミラーさんは？

さく 咲く 開
春になりました。さくらが咲いて
います。

ポスト 郵筒、信箱 この近くにポストはありますか。

きって 切手 郵票 50円の切手を５まいください。

ゆうびんきょく 郵便局 郵局
昼休みはゆうびんきょくへ行か
なければなりません。

はいる 入る 進入
のどがかわきましたね、あの
きっさてん入りましょうか。

はしる 走る 跑步
急いでください、走ってくださ
い。

～すぎ 超過~
11万6千円ですか、高すぎま
す。

はる 貼る 貼 壁に写真がはってあります。

かう 買う 買
えきでぎゅうにゅうをかいまし
た。

よわい 弱い 虛弱的
体が弱いですね、もっと運動し
てください。

はいざら 灰皿 菸灰缸
すみません、はいざらはありま
すか。

みせる 見せる 給~看
パスポートを見せなければなり
ません。

けっこん＋する 結婚 結婚 イーさんは結婚しています。

おわる 終わる 結束 銀行は３じにおわります。

まつ 待つ 等待 ちょっとまってください。

ノート 筆記本 ノートを４さつください。

ペン 筆 赤いペンを貸してください。

まど 窓 窗戶 窓が開いています。
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ちょっと 稍微 ちょっとまってください。

みじかい 短い 短的 このスカートはすこし短い。

え 絵 畫 先生に絵をならいます。

そして 然後
この本は新しいです。そして安
いです。

それから 然後
本を読みました。それから、父
に手紙を書きました。

つまらない 無聊的
きのう見たえいがはつまらな
かったですね。

スプーン 湯匙
スプーンとフォークを出しておき
ました。

プール 游泳池
夏休みはプールで泳ぎたいで
す。

およぐ 泳ぐ 游泳
わたしは５００メートルおよぐこ
とができます。

わたる 渡る 渡、經過
あの橋をわたって右にありま
す。

いす 椅子 椅子 いすの下にねこがいます。

なつやすみ 夏休み 暑假
なつやすみは家族と海へ行き
ます。

はれ 晴れ 晴天
まだ3月ですが、晴れの日は暑
いです。

さんぽ 散歩 散步
にちようびはビデオをみたり、
散歩したりします。

トイレ 廁所
すみません、トイレはどこです
か。

いくつ 幾個、幾歲
箱の中にりんごがいくつありま
すか。

～がつ ～月 幾月 ９月（くがつ）

ぼうし 帽子 帽子
夏は帽子をかぶったほうがい
いです。

さむい 寒い 寒冷的
北海道のふゆはコートをきても
寒いです。

ところ 所 場所、地點
どんなところへ行きたいです
か。

しんぶん 新聞 報紙
まいにち図書館でしんぶんを読
みます。

のむ 飲む 喝
運転する前にお酒を飲んでは
いけません。

すき 好き 喜歡 海と山とどちらが好きですか。

もしもし 喂喂 もしもし、大井さんですか。

だいすき 大好き 最喜歡
すてきなセーターありがとう、お
とうさん大好き！

はじめ 初め 最初
はじめは難しいですが、だい
じょうぶですよ。

いちばん 一番 最~
一年でいつがいちばん忙しい
ですか。

ゆうがた 夕方 傍晚 夕方から寒くなります。

とり 鳥 鳥 とりが飛んでいます。
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さかな 魚 魚
わたしは魚があまりすきではあ
りません。

ゆき 雪 雪 雪を見たことがありますか。

くもり 曇り 陰天 あすのてんきはくもりでしょう。

みんな 皆 都 みんなで歌を歌います。

こんな 這樣的
わあ、こんなきれいなところは
見たことがありません。

ここ 這裡、這時 ここは事務室です。

こちら 這裡 会議室はこちらです、どうぞ。

こっち 這裡 どこ行くの、こっち、こっち。

こんげつ 今月 這個月 今月は３１日あります。

この 這個 この傘はいくらですか。

こんしゅう 今週 這星期 今週は忙しいです。

うる 売る 販售
どこで日本の新聞を売っていま
すか。

たくさん 許多
今日は宿題がたくさんありま
す。

ぬぐ 脱ぐ 脫掉
部屋に入る前にくつをぬいでく
ださい。

ほそい 細い 細的
もう少しほそいえんぴつはあり
ませんか。

ふとい 太い 粗的
あの太い木の下で休みましょ
う。

はじめて 初めて 第一次 はじめてうまに乗りました。

きっぷ 切符 票券
電車の切符はどこでうっていま
すか。

おおぜい 大勢 眾多 人が大勢います。

めがね 眼鏡 眼鏡
ワット先生はめがねをかけてい
ます。

め 目 眼睛
ひとつめのかどを右へ曲がって
ください。

あまい 甘い 甜的 甘いお菓子が食べたいです。

あらう 洗う 清洗
お風呂に入って、髪を洗いまし
た。

あびる 淋浴
シャワーを浴びて学校へ行きま
す。

シャワー 淋浴
およぐまえにシャワーをあびま
す。

すずしい 涼しい 涼快的
クーラーがついています。とて
も涼しいです。

ばん 晩 晚上 朝と晩はまださむいです。

おしえる 教える 教導
おじいさんにふるい歌をおしえ
てもらいました。

きょうしつ 教室 教室
きょうしつに学生が６０人いま
す。

ならぶ 並ぶ 排隊
電車に乗る人はならんでくださ
い。
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かける 掛ける 帶、打電話 眼鏡をかける

くに 国 國家 いつ国へかえりますか。

がいこく 外国 國外
外国へ行ったことがありませ
ん。ぜひ行きたいです。

しつもん 質問 問題、詢問 質問に答えてください。

もんだい 問題 問題
問題の答えは書かないでくださ
い。

みせ 店 商店
外国でいろいろな花の店を見
たいです。

うたう 歌う 唱歌
英語の歌を歌うことができます
か。

レコード 唱片
いまはレコードよりCDのほうが
便利です。

どうぶつ 動物 動物
動物を連れて行ってもいいです
か。

きる 切る 剪 これは紙をきるはさみです。

げんき 元気 健康的、精神 太郎君はいつも元気です。

とまる 止まる 停止
このボタンを押すと、とまりま
す。

する 做
します→　勉強＋します　テニ
スをします

やる 做
この問題はどうやったらいいで
すか。

いま 今 馬上 いまなんじですか。

にわ 庭 院子 庭にねこがいます。

おさけ お酒 酒
お酒を飲んだら車を運転しては
いけません。

おきる 起きる 起來、起床 あさ７じにおきました。

おぼえる 覚える 記得、學會
この単語を来週までにおぼえて
ください。

きらい 嫌い 討厭、不喜歡
わたしは魚がきらいではありま
せん。

いや 嫌 討厭 いやなら来なくていいです。

おちゃ お茶 茶 冷たいお茶はいかがですか。

かみ 紙 紙 これはかみを切るはさみです。

たつ 立つ 站立 みなさん、立ってください。

おばあさん 祖母
おばあさんはいつもお菓子をく
れます。

おじいさん 祖父
おじいさんにふるい歌をおしえ
てもらいました。

ほんとう 本当 真的
あした学校は休みですよ。え
え、ほんとうですか。

いたい 痛い 疼痛 おなかがいたいです。

つかれる 疲れる 疲勞 ああ、疲れましたね。

りゅうがくせい 留学生 留學生
アリさんはインドの留学生で
す。
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せまい 狭い 狹小的
この部屋はすこしせまいです
ね。

けす 消す 消除 電気をけしましょうか。

きえる 消える 消失 台風で電気がきえました。

うみ 海 海洋 毎年なつは海と山へ行きます。

おふろ お風呂 浴室
寒いときはお風呂に入りたいで
す。

ふろ 風呂 浴室 お風呂に入りたいです。

りっぱ 立派 氣派的
もう21歳ですか、りっぱになり
ましたね。

つくえ 机 桌子
わたしにへやにはつくえといす
があります。

テーブル 桌子
テーブルの上にしんぶんがあり
ます。

ほんだな 本棚 書架
本棚ににほんごのじしょがあり
ます。

ほん 本 書
これはコンピューターの本で
す。

とけい 時計 時鐘 このとけいはいくらですか。

とき 時候
ひとりでさびしいとき、どうしま
すか。

りょこう 旅行 旅行
夏休みに外国へ旅行に行きた
いです。

よこ 横 旁邊、側邊
パソコンのよこに電話がありま
す。

そば 旁邊、附近
ぎんこうのそばにこうえんがあ
ります。

～がわ ～側 旁邊 左側に富士山が見えます。

りょうり 料理 料理
どんな料理をつくることができ
ますか。

だす 出す 拿出
レポートを出しました。   手紙を
出します。

じょうず 上手 拿手 ともだちは英語が上手です。

もつ 持つ 拿、帶來 荷物をもちましょうか。

とる 取る 拿、取得
すみません、さとうをとってくだ
さい。

かぞく 家族 家族 かぞくは日本にいます。

かてい 家庭 家庭 家庭はたいせつです。

うち 家 家
わたしのうちはここです。　家
（いえ/うち）

なつ 夏 夏天 一年で夏がいちばん暑いです。

なく 泣く 哭 子どもが泣いています。

どちら 哪邊
コーヒーとこうちゃとどちらがい
いですか。

どっち 哪邊
コーヒーとこうちゃ、どっちがい
い？

どこ 哪裡 銀行はどこですか。
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どの 哪個 どの方がミラーさんですか。

どれ 哪個 どれがあなたの傘ですか。

どなた 哪位 あのかたはどなたですか。

あに 兄 哥哥 兄と姉がいます。

おにいさん お兄さん 哥哥
田中さんのお兄さんは大学生
です。

ボールペン 原子筆
ボールペンをポケットに入れま
した。

かす 貸す 借出
すみません、このじしょをかして
ください。

かりる 借りる 借
図書館の本は２しゅうかんかり
ることができます。

のる 乗る 乘坐 バスに乗って家へ帰ります。

たばこ 香菸
ここでたばこをすわないでくださ
い。

たべもの 食べ物 食物
スーパーでいろいろな食べ物を
買いました。

ひこうき 飛行機 飛機
あすは朝８じのひこうきにのり
ます。

とぶ 飛ぶ 飛翔 とりが飛んでいます。

かぜ 風 風 風が吹いています。

ページ 頁
先生は67ページの練習は宿題
だと言いました。

おんがく 音楽 音樂
わたしのしゅみはおんがくで
す。

おりる 降りる 降下、掉下 駅でバスを降りてください。

たいせつ 大切 重要的
これは大切ですから忘れない
でください。

おもい 重い 重的 このかばんはおもいです。

タクシー 計程車 タクシーを呼びましょうか。

えいご 英語 英語 英語を話すことができます。

おいしい 美味しい 美味
母はいつもおいしい料理をつ
くってくれます。

こうちゃ 紅茶 紅茶
コーヒーと紅茶とどちらがすき
ですか。

あかい 赤い 紅色的 赤い靴はありますか。

あか 赤 紅色
まだ赤だから歩いてはいけま
せん。

～くらい/ぐらい 約~、~左右
うちから学校まで２０分くらいか
かります。

きる 着る 穿
北海道のふゆはコートをきても
寒いです。

はく 穿く 穿 ズボンを穿く。

あき 秋 秋天 春と秋とどちらが好きですか。

さとう 砂糖 砂糖 さとうはあまいです。

みる 見る 看見
休みの日はテレビを見たり、散
歩したりします。
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カメラ 相機 これは新しいカメラです。

おなじ 同じ 相同
「ソ」と「ン」は同じですか？いい
え、ちがいます。

グラス 玻璃杯
このクラスでいちばん背がたか
いのは誰ですか。

こまる 困る 為難
え、パソコンが壊れたんです
か。困りましたね。

どうして 為什麼 どうして早くかえるんですか

なぜ 為什麼 なぜおくれたんですか。

パーティー 派對
パーティーはとてもにぎやかで
した。

こうばん 交番 派出所
財布を落としましたから、交番
へ行ってみます。

せんたく 洗濯 洗衣服
天気がいいですからせんたくし
ます。

おてあらい お手洗い 洗手間
すみません、お手洗いはどちら
ですか。

そう 是、對
これはペンですか。はい、そう
です。

はい 是、好
あなたは学生ですか。はい、学
生です。

ゆうべ 昨晚
ゆうべはお酒を4杯飲みまし
た。

きのう 昨日 昨天 きのうはあつかったです。

はる 春 春天 春はきれいな花が咲きます。

もくようび 木曜日 星期四
木曜日はがっこうにこなくてい
いです。

にちようび 日曜日 星期日
日曜日はがっこうにこなくてい
いです。

どようび 土曜日 星期六 土曜日と日曜日は休みです。

きんようび 金曜日 星期五 あすは金曜日です。

すいようび 水曜日 星期三
らいしゅうの水よう日はやくそく
があります。

かようび 火曜日 星期二 あすは火曜日です。

げつようび 月曜日 星期一 月曜日は車が多いです。

ボタン 按鍵
このボタンをおすと、電気がつ
きます。

たのむ 頼む 拜託
この仕事は松本さんに頼んで
おきました。

どう 怎樣 体の調子はどうですか。

うしろ 後ろ 後面 教室の後ろに何がありますか。

さらいねん 再来年 後年 さらいねんそつぎょうします。

あさって 明後日 後天 あさって学校は休みです。

けっこう 很、相當
駅まで迎えに行きましょうか…
いいえ、けっこうです。

たてもの 建物 建築物
銀行はあの建物の前にありま
す。
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こども 子供 孩子
こどもはお金をはらわなくても
いいです。

まち 町 城鎮
わたしの生まれたまちは大きな
川があります。

あつい 厚い 厚的 私の辞書はとても厚いです。

みなみ 南 南邊
わたしのへやのまどは南にあり
ます。

おととし 前年
おととし妹はアメリカへ行きまし
た。

おととい 前天 おとといは水曜日でした。

ふうとう 封筒 信封
このふうとうにチケットを入れて
おきました。

てがみ 手紙 信件
姉が英語の手紙を直してくれま
した。

おべんとう お弁当 便當
姉がおべんとうをつくってくれま
した。

やすい 安い 便宜的
台湾の食べ物はやすくておいし
いです。

とても 非常
このパソコンはとても軽いで
す。

かさ 傘 雨傘
雨がふっています。この傘、ど
うぞ。

あめ 雨 雨、雨天 雨が降っています。

ちかく 近く 附近
ちかくの公園でお花見をしまし
た。

ドア 門 ドアが開いています。

ズボン 長褲
姉はあまりズボンをはきませ
ん。

ながい 長い 長的
あの髪が長くて背が高い人は
だれですか。

おかね お金 金錢 お金が欲しいです。

かえる 帰る 返回
約束がありますから、きょうは
早くかえります。

ちかい 近い 近的
あなたの家は学校からちかい
ですか。

かびん 花瓶 花瓶 かびんがわれています。

はな 花 花 母に花をあげました。

せっけん 石鹸 肥皂 せっけんで顔をあらいます。

しる 知る 知道
学校の住所をしっていますか。
いいえ、しりません。

まっすぐ 真っ直ぐ 直接、直直的
この道をまっすぐ行ってくださ
い。

いぬ 犬 狗
いぬとねことどちらが好きです
か。

かわ 川・河 河
あの川の向こうに学校がありま
す。

もの 物 東西 食べ物　いろいろな物

ひがし 東 東方
東へ5キロ行ったところに銀行
があります。
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カップ 杯子
わあ、すてきなコーヒーカップで
すね。

コップ 杯子 コップに水を入れました。

ともだち 友だち 朋友 ともだちに電話をかけました。

はがき 葉書 明信片 はがきを５まいください。

あかるい 明るい 明亮的 わたしの部屋は明るいです。

らいねん 来年 明年 来年は3年生になります。

わかる 分かる 明白 ハンさんは英語がわかります。

あした 明日 明天 あした来なくてもいいです。

たかい 高い 昂貴、高的 高い山

おく 置く 放置、放下 荷物はそこにおいてください。

はれる 晴れる 放晴 あすは昼から晴れます。

いれる 入れる 放入 ここにカードを入れてください。

スリッパ 拖鞋
くつを脱いで、このスリッパをは
いてください。

ひく 引く 拉起 これを引くといすが動きます。

へや 部屋 房間
わたしのへやは明るくてきれい
です。

いえ 家 房子
家から学校までどのくらいかか
りますか。

いる 居る 居住
ここに学生がなんにんいます
か。

すむ 住む 居住
大きくなったら外国にすみたい
です。

あね 姉 姊姊 兄と姉がいます。

おねえさん お姉さん 姊姊
吉田さんのお姉さんは銀行員
です。

いもうと 妹 妹妹 妹さんはおいくつですか。

よる 夜 夜晚 いつも夜１２時に寝ます。

きっさてん 喫茶店 咖啡店
暑いですね、きっさてんでお茶
でものみましょう。

ちゃいろ 茶色 咖啡色 茶色のコートが欲しいです。

コーヒー 咖啡
コーヒーと紅茶とどちらがすき
ですか。

カレー 咖哩
母のつくったカレーはおいしい
です。

よぶ 呼ぶ 呼叫 タクシーを呼びましょうか。

みがく 磨く 刷、磨
寝る前にはをみがいて、おふろ
に入りました。

つく 着く 到達 駅についたら電話します。

ほか 其他
ほかに誰が手伝いに行きます
か。

くる 来る 來 じゃ、あしたまた来ます。

つかう 使う 使用
この辞書、使ってもいいです
か。すみません、ちょっと。
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ならべる 並べる 並列 いすをならべてください。

あそこ 那邊 あそこに銀行があります。

あちら 那邊 受付はあちらです。

あっち 那邊
お母さんは忙しいから、あっち
行って。

じゃ/じゃあ 那麼 じゃ、また明日。

それでは 那麼 それではまた、お元気で

では（じゃ） 那麼 では、お元気で。

そこ 那裡 そこは事務所です。

そちら 那裡 電話はそちらです。

そっち 那裡 そっちへ行かないで。

あの 那個 あのワインをください。

あれ 那個
すみません、あれを見せてくだ
さい。

その 那個 そのシャツはいくらですか。

それ 那個 それはなんですか。

えき 駅 車站
駅から１３２番のバスがありま
す。

くるま 車 車子 ミラーさんの車は黒いです。

からだ 体 身體
からだにいいですから毎日うん
どうします。

せ 背 身高 ミラーさんは背が高いです。

あるく 歩く 走路 一日に30分歩いています。

ろうか 廊下 走廊 廊下を走らないでください。

あう 会う 見面、碰上 6時に駅で会いましょう。

おなか 肚子 おなかがすきました。

おとこのこ 男の子 男孩 公園に男の子が4人います。

おとこ 男 男人 あの男の人はどなたですか。

じょうぶ 丈夫 牢固的
このくつしたはとてもじょうぶで
す。

だいじょうぶ 大丈夫 沒關係
おかげさまで元気になりまし
た、もう大丈夫です。

ない 沒有
そこに消しゴムがある？ううん、
ない。

じどうしゃ 自動車 汽車 この自動車はどこのですか。

ずつ 每、各

少しずつ食べてください。一點
一點地 　一人３つずつありま
す。每人有三個

むら 村 村莊
50年前、ここは小さな村でし
た。

もっと 更加
もっと大きい声で言ってくださ
い。

わたし 私 我 わたしはミラーです。
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たのしい 楽しい 快樂的
パーティーはとても楽しかった
です。

はやい 速い 快的
ひこうきとちかてつとどちらがは
やいですか。

わすれる 忘れる 忘記、遺忘 しゅくだいを忘れました。

おとうと 弟 弟弟 おとうとさんは何さいですか。

ベッド 床
このベッドはフランスのベッドで
す。

すわる 座る 坐
あの、ここに座ってもいいです
か。

むずかしい 難しい 困難的 この問題は難しいです。

ふく 吹く 吹 風が吹いています。

すう 吸う 吸
ここでたばこをすわないでくださ
い。

うるさい 煩い 吵 となりの部屋はうるさいです。

つめたい 冷たい 冷的
冷たいコーヒーが（を）のみたい
です。

あなた 你
ここにあなたの名前を書いてく
ださい。

しゅくだい 宿題 作業
宿題を忘れた人は帰らないでく
ださい。

かた 方 位 この方

しかし 但是
しかし、無理なダイエットはから
だによくないですよ。

でも 但是
とても楽しいです。でも時間が
ありませんから帰ります。

おばさん 伯母 おばはピアノが上手です。

おじさん 伯父
おじはアメリカに住んでいま
す。

にし 西 西邊
西に１００メートルいくと銀行が
あります。

せびろ 背広 西裝
出張しますから背広を2着かい
ました。

ようふく 洋服 西式衣服
いつもデパートで洋服を買いま
す。

ふく 服 衣服 父の服はとても大きいです。

にもつ 荷物 行李
荷物はここに置かないでくださ
い。

じぶん 自分 自己
じぶんで料理をつくりましたが、
まずかったです。

とりにく 鶏肉 肌肉 とりにくでカレーをつくります。

にく 肉 肉類 肉より魚のほうが好きです。

みみ 耳 耳朵 ねこの耳はかわいいです。

テスト 考試、測試
来週はにほんごのテストがあり
ます。

デパート 百貨公司
いつもデパートで洋服を買いま
す。

いけ 池 池子 庭に池があります。
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しぬ 死ぬ 死
こうえんで男の人がしんでいま
す。

これ 此、這 すみません、これをください。

おもしろい 面白い 有趣的
ミラーさん、この本はとてもおも
しろいですよ。

どきどき 時々 有時候
ときどきおじさんの家へあそび
にいきます。

ゆうめい 有名 有名的 富士山は有名です。

だれか 誰か 有人 誰かこの傘を忘れましたか。

ある 有 ここにりんごがあります。

あさごはん 朝ご飯 早餐
朝ごはんはいつもパンとコー
ヒーです。

はやい 早い 早的
きょうは早いですね、授業まで
あと30分ありますよ。

あさ 朝 早上 朝6時に起きます。

ラジカセ 收音機
このラジカセはとても安かった
です。

なる 成為 大きくなったら医者になります。

おとな 大人 成人 大人は100円です。

いそがしい 忙しい 忙碌
仕事は忙しいですが、楽しいで
す。

わかい 若い 年輕的
わかくてきれいな奥さんです
ね。


