
E Ev ve er ry yt th hi in ng g Y Yo ou u E Ev ve er r W Wa an nt te ed d t to o 
K Kn no ow w A Ab bo ou ut t t th he e I IB B J Ja ap pa an ne es se e 

E Ex xa am m 

K Ka an nj ji i B Bo oo ok k 

Anne Rajakumar 
Airi Miyagawa 

Published by South Wolds Community School 
Church Drive 
Keyworth 
Nottinghamshire 
NG12 5FF 
0115 9372905 

©Anne Rajakumar 

First Published 2007 
Cover design by Brenda McIntosh



How to use IB SL Kanji Revision Guide 

The IB Kanji Revision Guide can be used by teachers or pupils to teach or revise 
the IB Standard Level kanji. It designed for students who have completed the 
Japanese GCSE course. 

The initial section of the book introduces each kanji with information on stroke 
order, readings, general meaning, kanji radicals, and a label for the component 
parts of the kanji. In the table to the right, the most important words using that 
kanji are given, and these should be learnt by the student. The words in shaded 
boxes include unfamiliar kanji which will be introduced later in the course and do 
not need to be learned to complete the Revision worksheet for that particular kanji 
(see more on Revision worksheets below). The example sentence at the bottom 
of the table includes grammatical patterns appropriate to IB Language B 
Japanese at SL. 

The Revision worksheets are included in the second section of the guide and are 
made of the sample sentences which appear at the bottom of each word table. 
Each worksheet (except for the last one) includes 10 kanji in the rough order in 
which they appear in the book. There is a Revision worksheet for the students to 
complete themselves, and on the facing page the same worksheet is given with 
the answers included. 

This book works equally well as a personal study tool for students, or a text book 
for teaching kanji in the classroom. The Revision worksheets should be 
completed and marked by the students themselves in preparation for either 
classroombased kanji tests, or the IB exam itself. Ganbatte!
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IB Standard Level Language B Kanji for students who have 
completed the GCSE Japanese Course. 

Time & Numbers [1-10] 数計夜秒昨現存在平成 
Adjective stems [11-41] 広正早美速静暑寒短暗遠太忙低 

冷良若重悪特遅無軽熱簡単危険 

必要最 
Position Amount [42-46] 内次完全以 
People [47-61] 兄弟姉妹親王民君彼皆客僕医者 

主 
Body [62-64] 足顔頭 
Nature, Weather [65-69] 林森竹温度 
Verb stems [70-132] 発考感立回走泳歩乗通引失当伝 

死交助返決定忘別直育使降送活 

洗負配起借記流転遊貸寝調選賛 

反対集合作願希望習初閉続再開 

始終止答歌変勝 
Work [133-134] 仕業 
Seasons [135-136] 季節 
Learning [137-155] 留科注点歴史式的題問宿練例説 

明欠席卒質 
Geog. admin. [156-160] 区丁島世界 
Buildings, Places [161-166] 階段台位橋門 
Animals [167-168] 豚馬 
Foods [169-173] 米茶実夕飯 
Others [174-207] 達写様予情報比力費由適原因洋 

品他糸色両便利局服関係倍員害 

第祭絵用意晴
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時計 とけい  watch, 
clock 

計画する けいかくする  to plan 

計画を 

たてる 
けいかくを 

たてる 
to make a 
plan 

会計 かいけい  account/ 
bill 

会計し かいけいし  accountant 

計る はかる  to 
measure 

この時計は安そうです。 
This watch seems cheap. 

2.  計 
measure, 
total, plan 
(AS,IB) 

say/ ten 

Radical: 
gonben 
(speak, say) 

夜 よる  night 

夜中 よなか  midnight 

今夜 こんや  tonight 

昨夜 さくや  last night 

今夜勉強しなければ 

なりません。 
This evening I must study. 

3. 夜 night, 
evening 
(AS,IB) 

lid/ person/ 
walking legs/ 
drop 

Radical: 
yuube 
(Evening) 

4. 秒  seconds 
(AS,IB) 

2branch tree/ 
few 

Radical: 
nogihen 
(2branch tree) 

秒 びょう  second 

一分は何秒か教えて下さい。 
Please tell me how many seconds in 
a minute? 

数 かず  number 

数学 すうがく  mathematics 

大学で数学を勉強する 

つもりです。 

I intend to study Maths at university. 

1.  数 number, 
count (AS,IB) 

rice (America)/ 
female/ teacher 
with cane 

Radical: 
nobun 
(srike/hit)
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現在 げんざい  the present, 
now 

現れる あわられる  to appear 

現[代] げんだい  nowadays/ 
the present 

トトロは、昨夜現れました。 

I don’t like current music very much. 

6.  現 appear 
(AS,IB) 

king/ see 

Radical: 
tamahen 
(jewel) 

7. 存 exist (IB) 

kanji1/ 
katakana”i”/ 
child 

Radical: 
ko
(child) 

存在 

(する) 
そんざい 

(する) 
existence 
(to exist) 

[保]存 

(する) 
ほぞん(する)  preservation 

(to preserve) 

トトロは本当に存在しますか？ 

Does Totoro really exist? 

現在 げんざい  the present 
time 

現在の音楽はあまり 

好きじゃない。 
I don’t like current music very 
much. 

8. 在  exist, 
be located 
(AS,IB) 

barrier/ earth 

Radical: 
tsuchi 
(earth) 

昨日 きのう  yesterday 

昨夜 さくや  last night 

昨日車で学校へ行きました。 

I went to school by car yesterday. 

5.  昨 yesterday, 
last (A2,IB) 

sun/ make 

Radical: 
hi 
(sun)
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9. 平 flat, level 

flat 

Radical: 
ichi 
(one) 

平成 へいせい  Heisei Era 

平気 へいき  calm 

平和 へいわ  peace 

2009 年は、 

平成二十一年です。 
2009 is the 21st year of Heisei. 

成ります 
(に) 

なります 
to become 

平成 へいせい  Heisei era 

成田 なりた  Narita 
(airport) 

10. 成 become, 
achieve 

fat man/ spear 

Radical: 
kanohoko 
(spear) 

広い ひろい  spacious, 
wide 

広島 ひろしま  Hiroshima 

イギリスの家は、 

日本の家より広いです。 
UK houses are more spacious than 
Japanese houses. 

11.  広  broad, 
wide, spread 
(AS,IB) 

building/ myself 

Radical: 
madare 
(slanting roof) 

12. 正 correct, 
main, 
right(AS,IB) 

one/ stop 

Radical: 
tomeru 
(stop) 

正しい ただしい  correct 

大正 たいしょう 
Taisho Era 
(1912.7.30 – 
1926.12.25) 

正月 しょうがつ  New Year 

正直 

（な） 
しょうじき 

（な） 
honest 

お正月を楽しみにしています。 

I am looking forward to the New Year.
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早く はやく  early 

早速 さっそく  immediately 

早く寝 
ね 

れば、早く 

起 
お 

きられます。 
If you go to bed early, you can 
get up early. 

13.早  early, 
fast (AS,IB) 

sun/ ten 

Radical: 
hi 
(sun, day) 

美しい うつくしい  beautiful 

美術館 びじゅつかん  art museum 

美術館には美しい物がある 

そうです。 
They say there are beautiful things in 
the art gallery. 

14. 美 
beautiful 
(AS,IB) 

sheep/ big 

Radical: 
hitsujikanmuri 
(sheep) 

速い はやい  fast, rapid 

速さ はやさ  speed 

早速 さっそく  immediately 

新幹線 
しんかんせん 

はふつうの電車より 

速いにちがいないです。 
The Bullet Train is without doubt 
faster than an ordinary train. 

15. 速 fast, 
quick, prompt 
(AS,IB) 

move along the 
road/ tree with 
mouth 

Radical: 
shinnyou 
(advance,move 
ahead) 

16.  静  quiet, 
silent, peaceful, 
to be quiet, to 
make 
calm(AS,IB) 

blue/ conflict 

Radical: 
ao 
(green, blue) 

静か(な) しずか(な)  quiet, 
peaceful 

静か(に) しずか（に）  quietly 

病院では静かにしなければ 

いけません。 

You must be quiet in a hospital.
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暑い あつい  hot 

むし暑い むしあつい  humid 

今日は暑くて、死 
し 

にそうです。 

It’s so hot  today I feel like I’m dying. 

17.  暑 hot 
(AS,IB) 

sun/ human 

Radical: 
hi 
(sun, day) 

寒い さむい  cold 

北海道は九州より寒いです。 

Hokkaido is colder than Kyushu. 

18. 寒  cold, the 
coldest season 
of the year 
(AS,IB) 

house/ water 
well/ animal legs/ 
ice 

Radical: 
ukanmuri 
(roof,katakanau) 

19.  短  short 
brevity (A2,IB) 

arrow/bean 

Radical: 
yahen 
(arrow) 

短い みじかい  short 

あの人は短いスカートを 

はいています。 
That person is wearing a short skirt. 

20.暗 dark, 
hidden (A2,IB) 

sun/sound 

Radical: 
hi 
(sun) 

暗い くらい  dark 

真っ暗 まっくら  pitch dark 

暗号 あんごう  code; 
password 

暗記 あんき  learning by 
heart 

この漢字を暗記しなければ 

なりません。 
I must learn this kanji by heart.
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遠い とおい  far 

遠足 えんそく  school trip/ 
excursion 

日本はイギリスから遠い 

です。 

Japan is far from the UK. 

21.  遠 far, 
distant (AS,IB) 

move along the 
road/ inside the 
park [earth/ 
mouth/ far ] 

Radical: 
shinnyou 
(advance, 
move ahead) 

22. 太 great, 
thick (A2,IB) 

big/drop 

Radical: 
ookii 
(big) 

太い ふとい  fat; thick 

太る ふとる  to grow fat 

太平洋 たいへいよう  Pacific 
Ocean 

太平洋へ行った事があります。 
I have been to the Pacific Ocean. 

23. 忙  busy 
(A2,IB) 

feeling/deceased 

Radical: 
risshinben 
(heartfeeling) 

忙しい いそがしい  busy 

あなたは毎日忙しそう 

です。 

You look busy every day. 

24. 低 Low 
(A2,IB) 

person/low 

Radical: 
ninben 
(person) 

低い ひくい  low 

最低 
(な・の) 

さいてい  least 

テストで最低な点数 
てんすう 

を 

とりました。 
I got the lowest score in the test.
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良い よい  good 

このペンはとても良いと 

思います。 
I think this pen is very good. 

26. 良  good 
(AS,IB) 

Radical: 
kon 

冷たい つめたい  cold (to 
the touch) 

冷たいビールを下さい。 

May I have a cold beer please? 

25.  冷  cold, 
chill(AS,IB) 

ice/steep roof/ 
dot/ katakana 
ma 

Radical: 
nisui 
(ice) 

27. 若 young, 
younger, 
immature, 
low(AS,IB) 

grass/ right 

Radical: 
kusakanmuri 
(grass) 

若い わかい  young 

若者 わかもの  youngster, 
the youth 

若者はとても活発 
かっぱつ 

です。 

Young people are very lively. 

28. 重 heavy, to 
duplicate, 
important (A2,IB) 

Radical: 
Sato 
(countryside) 

重い おもい  heavy; serious 

重たい おもたい  heavy; serious 

重なる (が)かさなる  to be piled up 

重ねる (を)かさねる  to pile up 

体重 たいじゅう  body weight 

重力 じゅうりょく  gravity 

重大 じゅうだい  serious; 
important 

重要 じゅうよう  important 

重点 じゅうてん  important point 

金 
きん 

は銀 
ぎん 

より重いです。 
Gold is heavier than silver.
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29. 悪  bad, evil, 
unpleasant 
(A2,IB) 

Asia/heart 

Radical: 
kokoro 
(heart) 

悪い わるい  bad 

悪口 わるくち  abuse; insult; 
bad mouthing 

意地悪 いじわる  malicious 

友達の悪口を言う事は良くない 

事です。 
Bad mouthing your friends is not good. 

30.  特  special, 
peculiar (A2,IB) 

cow/temple 

Radical: 
ushihen 
(cow) 

特に とくに  particularly 

特別 とくべつ  special 

特色 とくしょく  characteristic 

特急電車に乗りました。 
I took the limited express. 

31.  遅 late, slow 
(A2,IB) 

road/flag/sheep 

Radical: 
shinnyou 
(road) 

遅い おそい  late; slow 

遅れる おくれる  to be late 
学校に遅れてはいけません。 
You must not be late for school. 

32.  無  without, 
nothing (A2,IB) 

nothingness/ 
cooking fire 

Radical: 
rekka 
(cooking fire) 

無くす なくす  to lose something 

無くなる なくなる  to disappear; to 
get lost 

無理 むり  unreasonable; 
impossible 

無し なし  without 

無… ぶ…  nothing 

無事(に) ぶじ（に）  safely 

間も無く まもなく  soon 

無料 むりょう  no charge 

漢字を全部 
ぜ ん ぶ 

おぼえるのは無理です。 
It’s impossible to remember all the Kanji.
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簡単(な) かんたん(な）  easy 

日本語の勉強は簡単だと 

思いますか。 
Do you think studying Japanese is 
easy? 

35.簡  simple 
(IB) 

bamboo/ 
between 

Radical: 
takekanmuri 
(bamboo) 

33. 軽  light, 
simple, 
thoughtless 
(A2,IB) 

wheel/vertical 

Radical: 
kuruma 
(wheel) 

軽い かるい  light 

あなたのかばんは軽そうです。 
Your bag seems light. 

簡単(な) 
かんたん 

（な） 
easy, 
simple 

単語 たんご  word, 
vocabulary 

この単語はドイツ語から 

きています。 
This word comes from German. 

36. 単  simple, 
single, 
unit(AS,IB) 

katakana tsu/ 
rice field/ ten 

Radical: 
katakana 
tsu 

34. 熱  heat, 
hot (IB) 

earth/ human 
legs/ earth/ 
cooking fire 

Radical: 
rekka 

熱い あつい  hot 

熱心 ねっしん  enthusiasm 

熱心に ねっしんに  enthusiastically 

日本人は熱心に勉強しています。 
Japanese people study hard.
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37. 危 
dangerous (IB) 

tied up/ cliff/ bent 
man 

Radical: 
fushizukuri 
(seal) 

危ない あぶない  dangerous 

危険 きけん  danger 

夜一人で歩 
ある 

くのは 

危ないです。 
It’s dangerous to walk alone in the 
night. 

38. 険 danger, 
steep (IB) 

hill/ Ken – 
person with a 
hat on and a 
big mouth 

Radical: 
kozatohen 
(small village) 

危険 きけん  danger 
険しい けわしい  steep 

夜に泳ぐのは危険です。 
It is dangerous to swim at night. 

39. 必 without 
fail, certainly 
(A2,IB) 

heart/ 
katakana”no” 

Radical: 
kokoro 
(heart) 

必ず かならず  definitely, 
certainly 

必要 ひつよう  necessary 

必ずしも 
かならずしも 

(+ negative) 
(not) 
necessarily 

私はノート、ペンなどが必要です。 
I need a notebook and pens etc. 

40. 要  important, 
to summarise, to 
require (A2,IB) 

west/woman 

Radical: 
nishi 
(west) 

要る いる  to need 

必要 ひつよう  necessary 

重要 じゅうよう  important 

要するに ようするに  in a word 

このテストはとても重要 

です。 
This test is very important.
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最近 さいきん  recent 

最新 さいしん  newest 

最後 

(に) 
さいご 

(に) 
last (lastly) 

最初 

(に) 
さいしょ 

(に) 
first 
(firstly) 

最後のバスです。 

It’s the last bus. 

41.  最 the 
most(AS,IB) 

day/ take (ear/ 
again) 

Radical: 
hirabi 
(day) 

…内に …うちに during… 
家内 かない my wife 
安い内に買います。 
I’ll buy it while it’s cheap. 

42. 内 inside, 
within 

upsidedown 
box/ man 

Radical: 
kei gamae 
(upsidedown 
box） 

次(に) つぎ(に)  next 

次男 じなん  second 
son 

次回 じかい  next time 

次のバスを待たなければ 

なりません。 

We must wait for the next bus. 

43. 次  next, 
the second 
(AS,IB) 

ice/ lack 

Radical: 
akubi 
(lack) 

44.  完  to 
complete (IB) 

katakana”u”/ 
origin 

Radical: 
ukanmuri 
(katakana”u)” 

完成 かんせい  completion 

完全 

(な) 
かんぜん 

（な） 
perfect, 
complete 

テストが完成しました。 

I completed the test.
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以前 いぜん  before, since 

以後 いご  once 

以上 いじょう  more than 

以下 いか  less than 

二時間以上待ちました。 
I waited more than two hours. 

46. 以  ~than 
(prefix); by 
means of 
(AS,IB) 

Radical: 
hito 
(person) 

47. 兄  older 
brother 
(GCSE,IB) 

mouth/human 
legs 

Radical: 
ninnyou 
(human legs) 

兄 あに  older brother 

お兄さん おにいさん  older brother 
(hon) 

兄弟 きょうだい  male 
siblings 

兄が二人います。 
I have two older brothers. 

48. 弟 younger 
brother, disciple 
(IB) 

animal horns/ 
bow/  line/ drop 

Radical: 
yumi 
(bow) 

弟 おとうと  younger 
brother 

弟さん おとうとさん 
younger 
brother 
(hon) 

兄弟 きょうだい  siblings 

何人兄弟ですか。 
How many siblings are there in your 
famly? 

45.  全  all, 
whole, entirely 
(AS,IB) 

steep roof/ king 

Radical: 
hito 
(person) 

全国 ぜんこく  the whole 
country 

安全 あんぜん  safe/ safety 

完全(な) かんぜん(な)  perfect, 
complete 

全部(で) ぜんぶ(で)  all, whole 
(altogether) 

全国的 

（な） 
ぜんこく 

てき（な） 
throughout 
the country 

全部で二百円になります。 
That will be 200 yen altogether.
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姉 あね  (my) older 
sister 

お姉さん おねえさん  (your) older 
sister 

お姉さんにいただきました。 

I received it humbly from your older 
sister. 

49.  姉  older 
sister 
(GCSE,IB) 

woman/ city 

Radical: 
onna hen 

妹 いもうと  (my) younger 
sister 

妹さん いもうとさん 
(your) 
younger 
sister 

妹にもらいました。 

I received it from my younger sister. 

50.  妹 
younger 
sister(GCSE, 
IB) 

woman/ not yet 

Radical: 
onna hen 
(woman) 

親切 しんせつ  kindness 

親しい したしい  close (friendly) 

両親 りょうしん  parents 

両親は先週日本へ旅行に行った。 

My parents went to Japan for a holiday last 
week. 

51.  親 
parent, to 
make friends 
with, to take 
kindly to, 
familiar 
(AS,IB) 

stand/ tree/ see 

Radical: 
miru 
(see) 

52.王  king 
(IB) 

Radical: 
tama 
(ball) 

王国 おうこく  kingdom 
王 おう  king 

女王 じょおう  queen 

王様 おうさま 
king 
(showing 
respect) 

女王様 じょおうさま 
queen 
(showing 
respect) 

バラは花の女王です。 
The rose is the queen of flowers.
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彼女 かのじょ  she, girlfriend 

彼 かれ  he, boyfriend 

毎週彼女と会う。 

I meet her every week. 

55.  彼  he, 
that (AS,IB) 

go/ skin 

Radical: 
gyouninben 
(go) 

54. 君 ruler, 
familiar title, 
you (A2,IB) 

katakana ko/ 
one/ angled 
line/ mouth 

Radical: 
kuchi 
(mouth) 

君 きみ  you (to inferior) 

君 くん  Master/ used after 
boy’s names 

山田 
や ま だ 

君は何年生ですか。 

What year is Yamada in? 

56.皆  all (IB) 

katakana”hi”/ 
white 

Radical: 
shiro 
(white) 

皆 みんな  everyone 

皆様 みなさま 
everyone 
(showing 
respect) 

皆元気です。 

Everyone is well. 

53. 民 people, 
subjects (AS,IB) 

strange eye/ 
needle 

Radical: 
uji
(family, clan) 

民族 みんぞく  people, race, 
nations 

国民 こくみん  citizens, 
people 

民宿 みんしゅく  lodging 
house 

日本人は親切 
しんせつ 

な民族です。 
The Japanese are a kind race of 
people.
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客 きゃく  guest, 
customer 

お客 

さん 
おきゃく 

さん 
customer 

お客さんが五人います。 

There are five customers. 

57.  客 guest, 
customer 
(AS,IB) 
house / each 
(walking legs/ 
mouth) 
Radical: 
ukanmuri 
(roof, 
katakana u) 

旅行者 りょこうしゃ  traveller, tourist 

医者 いしゃ  doctor 

若者 わかもの  youngster, the 
youth 

お医者さんが病気をなおして 

くれました。 

The doctor cured my illness. 

60. 者 person 
(AS,IB) 

old / sun 

Radical: 
oikanshira 
(old) 

59. 医medicine, 
doctor, cure 
(A2,IB) 

box/arrow 

Radical: 
hakogamae 
(box) 

医学 いがく  medicine 

医者 いしゃ  doctor 

医者に行った方がいいと思います。 
I think it’s better to go to the doctor. 

僕 ぼく  I – used by boys 
and men 

僕のしゅみは読書です。 

My hobby is reading books. 

58. 僕  I, myself 
(IB) 

person/ line up/ 
horns/ husband 

Radical: 
ninben 
(person)
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主人 しゅじん  (my) husband 

ご主人 ごしゅじん  (someone 
else’s) husband 

主人公 
しゅじん 

こう 

the main 
character (in a 
book) 

ご主人の名前は何ですか。 

What is your husband’s name? 

61.  主 master, 
owner (AS,IB) 

dot, king 

Radical: 
ten 
(dot) 

足 あし  foot, leg 

遠足 えんそく  excursion/ 
school trip 

足がいたくなりました。 

My foot has started to hurt. 

62. 足  leg, 
foot, to be 
sufficient 
(AS,IB) 

mouth/ foot 

Radical: 
ashi 
(leg, foot) 

顔 かお  face 

顔色 かおいろ  face, 
complexion 

彼女の顔は美しいです。 

Her face is beautiful. 

63. 顔  face, 
looks (AS,IB) 

Radical: 
oogai 
(page) 

64.  頭  head, 
leader, top, 
front (A2,IB) 

bean/head 

Radical: 
oogai 
(page[head]) 

頭 あたま  head 

…頭 …とう  counter for large 
animals 

頭がいたくていたくて 

たまりません。 
My head is so sore I can’t stand it.
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65. 林 forest, 
woods (IB) 

2 trees 

Radical: 
ki 
(tree) 

林 はやし  forest 

林業 りんぎょう  forestry 

林の中に入りました。 
I went into the forest. 

66. 森 woods, 
forest (A2,IB) 

3 trees 

Radical: 
ki 
(tree) 

森 もり  woods 

森林 しんりん  forest 

森から犬が出て来ました。 

The dog came from the forest. 

67. 竹 bamboo 
(A2,IB) 

Radical: 
take 
(bamboo) 

竹 たけ  bamboo 

竹田 

さん 
たけだ 

さん 
Mr/Mrs/Miss 
Takeda 

竹内 

さん 
たけうち 

さん 
Mr/Mrs/Miss 
Takeuchi 

竹田さんに会った事が 

ありますか。 
Have you ever met Mr Takeda? 

68. 温 warm, 
heat (A2,IB) 

water/sun/plate 

Radical: 
sanzui 
(water) 

温かい あたたかい  warm 

温かな あたたかな  warm 

温まる あたたまる  to get warm 

温める あたためる  to warm 

気温 きおん  atmospheric 
temperature 

体温 たいおん  temperature 
(body) 

温度 おんど  temperature 

夏には気温が高くなります。 
The atmospheric temperature becomes high in 
summer.
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もう一 

度 
もういちど  once more 

温度 おんど  temperature 

10 度 じゅうど  10° 

もう一度言って下さい。 

Please say it one more time. 

69. 度  degree, 
limit, times 
(AS,IB) 

building/ leather/ 
again 

Radical: 
madare 
(slanting roof) 

出発 しゅっぱつ  departure 

出発する 
しゅっぱつ 

する 
to start, depart 

発[表] はっぴょう  presentation/ 
announcement 

発[表] 

する 
はっぴょう 

する 
to present/ to 
announce 

発達する 
はったつ 

する 
develop 

活発 
かっぱつ 

(な) 
lively, active 

もうすぐ彼は日本に出発する 

そうです。 
They say that he will depart for Japan 
soon. 

70.  発 leave, 
depart, emit 
(AS,IB) 

depart/ two/ 
human legs 

Radical: 
hatsugashira 
(two feet 
depart) 

考える かんがえる  to think 

考え 

られない 
かんがえ 

られない 
unthinkable 

あの時計は考えられないほど高い。 

That watch is unthinkably expensive. 

71.  考 
thought, idea, 
opinion, to 
think (AS,IB) 

old/ 5 

Radical: 
oikanshira 
(old) 

感動 

する 
かんどう 

する 
to be touched/ 
moved 

感じる かんじる  to feel 

感じ かんじ  a feeling 

情感 じょうかん  emotion 

いい感じがします。 
I have a good feeling about it. 

72. 感  feeling, 
thought (AS,IB) 

(almost) become/ 
one/ mouth 

Radical: 
kokoro 
(heart)
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三回 さんかい  three times 

(が) 

回る 
(が) 

まわる 
to turn 
around 

(を) 

回す 
(を) 

まわす 

to turn 
something 
around 

同 
おな 

じテストを三回した。 

I did the same test three times. 

74.  回  go 
around, times 
(AS,IB) 

border/ mouth 

Radical: 
kunigamae 
(border) 

走る はしる  to run 

走り回る はしりまわる  to run 
around 

彼は走るのがとても好きです。 

He likes running very much. 

75.  走  run 
(AS,IB) 

earth / foot 

Radical: 
hashiru 
(run) 

76.  泳  to 
swim (GCSE, 
IB) 

water/eternal 

Radical: 
sanzui 
(water) 

泳ぐ およぐ  to swim 

水泳 すいえい  swimming 

夏には海で水泳をします。 

I swim in the sea in summer. 

73. 立  stand 
(AS,IB) 

Radical: 
tatsu 
(stand) 

(が) 

立つ 
(が) 

たつ 
to stand 

(を) 

立てる 
(を) 

たてる 
to stand 
something up 

国立 こくりつ  national 

私立 しりつ  private 

公立 こうりつ  public 

やくに 

立つ 
やくに 

たつ 
to be useful 

この本はとてもやくに立つ 

そうです。 
They say this book is very useful.
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person(が) 
transport(に) 

乗る 

person(が) 
transport(に) 

のる 
to ride (on 
transport) 

(を) 

乗せる 
(を) 

のせる 
to place on 
(something) 

乗り物 のりもの  transport/ 
vehicle 

乗り場 のりば  place to get 
on(bus etc) 

乗客 
じょう 

きゃく 
passenger 

いつものバスに乗れなかった。 
He couldn’t get on his usual bus. 

78.  乗  ride, 
mount, load 
(AS,IB) 

katakana no/ 
one/ grass/ 
one/ tree 

Radical: 
Katakana 
no 

place(を) 

person(が) 

通る 

place(を) 

person(が) 

とおる 

to pass 
through 

(を)通す (を)とおす  to let pass 

(を)通して (を)とおして  through 
(学校に) 

通う 
(がっこうに) 

かよう 
commute to 
school 

交通 こうつう  traffic 

交通事故 こうつうじこ  traffic 
accident 

交通問題 
こうつう 

もんだい 
traffic 
problem 

毎日ロンドンを通ります。 
I go through London everyday. 

79.  通  go 
through, pass, 
commute 
(AS,IB) 

move along the 
road/  katakana 
ma/ use 

Radical: 
shinnyou 
(advance, move 
ahead) 

引く ひく  to pull/ to look 
up (a word) 

かぜを 

引く 
かぜを 

ひく 
to catch a 
cold 

引き 

出し 
ひきだし  drawer 

きのうかぜを引いて 

しまいました。 
Yesterday I ended up catching a cold 
(completely). 

80.  引  pull, 
draw, reduce 
(AS,IB) 

bow/ rod 

Radical: 
yumihen 
(an archery 
bow) 

77.  歩 walk 
(AS,IB) 

stop/ few 

Radical: 
tomeru 
(stop) 

歩く あるく  to walk 

歩道 ほどう  footpath 

[散]歩 さんぽ  a stroll/ walk 

歩道を歩いたほうが安全です。 

Please cross the road at the pedestrian 
crossing.
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本当 ほんとう  true 

当たり あたり  hit; success 

当たる (が)あたる  to be hit; to 
be a success 

当てる (を)あてる  to hit; to win 

これは本当に 

おいしかったです。 

This was really delicious. 

82.  当  hit, on 
target (AS,IB) 

small/broom 

Radical: 
naogashira 

伝える 
(を) 

つたえる 
to convey a 
message 

伝わる 
(が) 

つたわる 
to be transmitted, 
be passed along 

手伝う てつだう  to help/ 
to lend a hand 

伝[統] でんとう  tradition 

伝[統] 

的 
でんとう 

てき 
traditional 

お母さんを手伝って下さい。 
Please help your mother. 

83.  伝 
convey, 
transmit 
(AS,IB) 

person/ cloud 

Radical: 
ninben 
(person) 

84. 死 to die, 
death (A2,IB) 

bones/crouch 

Radical: 
gatsuhen 
(dried bones) 
or ichita 
(one plus 
kanatakana タ) 

死ぬ しぬ  to die 

死体 したい  corpse 

必死 ひっし  frantic 

死んだら天国 
てんごく 

に行きます。 
We will go to the heaven when we 
die. 

81. 失 to lose, 
to slip (A2,IB) 

katakana”no”/ 
husband 

Radical: 
Ookii 
(big) 

失う うしなう  to lose 

失業 
しつ 

ぎょう 
un 
employment 

失[敗] しっぱい  mistake/ 
failure 

先週時計を失いました。 

I lost my watch last week.
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87.返  to 
return (AS,IB) 

shinnyou/ 
opposite 

Radical: 
shinnyou 

返す かえす  to return 

返事する へんじ  reply; to reply 

返答する へんとう  answer; to 
answer 

図書館に本を返しましたか。 

Did you return the book to the library? 

88. 決  to 
decide (AS,IB) 

water/ 
katakana”yu”/ 
person 

Radical: 
sanzui 
(water) 

決める きめる  to decide 

決定 けってい  decision 

決定する 
けってい 

する 
to decide 

決心 けっしん  determination 

決心する 
けっしん 

する 
to be 
determined to 

いつ日本に行くか 

決めましたか。 
Have you decided when would you go 
to Japan? 

85.  交 
intersection, 
coming and 
going, 
exchange 
(AS,IB) 

lid/ father 

Radical: 
nabebuta 
(lid, top; up) 

交通 こうつう  traffic 
交通 

事[故] 
こうつう 

じこ 
traffic 
accident 

交番 こうばん  police box 

交通問題 
こうつう 

もんだい 
traffic 
problem 

交番で聞いて下さい。 
Please ask at the police box. 

86.助  to help 
(IB) 

Radical: 
chikara 
(power) 

助ける たすける  to help 

助手 じょしゅ  assistant 

川で犬を助けました。 
I helped a dog at the river.
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決定 
けってい 

する 
decision 

定食 ていしょく  set meal 

予定 

する 
よてい 

する 
to make 
plans 

予定 よてい  to make 
plans 

もう決定しましたか。 

Have you decided yet? 

89. 定  fix, 
decide, regular, 
definite (AS,IB) 

house/ correct 

Radical: 
ukanmuri 
(roof, 
Katakana u) 

忘れる わすれる  to forget 

忘れ物 わすれもの 
a thing 
which is 
forgotten 

忘年会 ぼうねんかい  yearend 
party 

車の中に忘れ物はないですか。 

Are you sure you didn’t leave anthing in 
the car? 

90. 忘  to forget 
(AS,IB) 

to decease/ heart 

Radical: 
kokoro 
(heart) 

特別 
とくべつ 

(な) 
special 

別 べつ(の)  another, a 
different 

このシャツは気に入りません。 

別のを見せて下さい。 
I don't like this shirt. Please show me 
another. 

91.  別 
different, 
exception, 
to part (AS,IB) 

mouth/ ten 
thousand/ sword 

Radical: 
rittou 
(sword) 

92．直 straight, 
to fix (A2,IB) 

ten/eye/corner 

Radical: 
me 
(eye) 

直す なおす  to repair 

直る なおる  to be cured; to 
get repaired 

正直 しょうじき  honest 

直後 ちょくご  immediately 
following 

直前 ちょくぜん  just before 

直通 ちょくつう  direct 
communication 

見直す みなおす 
to look again; 
to get a better 
opinion of 

正直に言うと、すしが好きではありま 

せん。 
To be honest, I don’t like sushi.
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使う 
(を) 

つかう 
to use 

大使 たいし  ambassador 

使い方 つかい方 
how to use, 
directions for 
use 

大使館 たいしかん  embassy 

使用する しようする  to use, make 
use of 

漢字を書く時に、えんぴつを使っ 

た方がいいです。 
When you write kanji, it is best to use a 
pencil. 

94.  使  use, 
messenger 
(AS,IB) 

person/ one, 
mouth, almost 
person(anofficial) 

Radical: 
ninben 
(person) 

93．育 to raise, 
to grow, to 
educate (AS,IB) 

lid/ katakana”mu” 
/moon 

Radical: 
nikuzuki 
(moon, meat) 

育てる 
(を)そだて 

る 
to raise 

育つ (が)そだつ  to grow up 

教育 きょういく  education 

体育 たいいく  P.E. 

イギリスの教育はいいと思い 

ますか。 
Do you think British education is 
good? 

96. 送 to send, to 
see off (A2,IB) 

from heaven/road 

Radical: 
shinnyou 
(road) 

送る 
(を) 

おくる 
to send 

見送る みおくる  to see off; to 
farewell 

見送り みおくり  seeing one off 

母を駅で見送りました。 
I saw my mother off at the station. 

95.  降  to 
descend, to 
surrender 
(AS,IB) 

Radical: 
kozatohen 

降る (が)ふる  to rain, to snow 

降りる 
(を) 

おりる 
to descend/ get 
off (bus etc) 

以降 いこう  on and after, 
hereafter 

下降 かこう  fall, decline 

昨日たくさん雨が降りました。 
It rained a lot yesterday.
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生活 せいかつ  life 
生活 

する 
せいかつ 

する 
to live from 
day to day 

学校 

生活 
がっこう 

せいかつ 
school life 

食生活 しょくせいかつ  eating habits 

部活動 ぶかつどう  school club 
activities 

活発 かっぱつ(な)  lively, active 

毎日部活動しなければならない。 
You must do a club activity everyday. 

97.  活  life, 
activity 
(AS,IB) 

water/ tongue 

Radical: 
sanzui 
(water) 

98.  洗 to wash 
(A2,IB) 

water/earlier 

Radical: 
sanzui 
(water) 

洗う あらう  to wash 

お手洗い おてあらい  toilet 

お手洗いを使ってもいいですか。 

Can I use the toilet? 

99.負  to bear, 
to lose (IB) 

katakana”ku”/ 
shell 

Radical: 
kai 
(shell) 

負ける まける  to lose 

勝負 しょうぶ  victory or defeat / 
a match 

昨日のしあいでどっちが負けた？ 
Which team lost in yesterday’s match? 

100.配  to 
distribute, to 
match, 
to be concerned 
about (IB) 

Radical: 
torihen 

配る くばる  to distribute 

心配 しんぱい  anxiety, 
concern 

配達 はいたつ  delivery 

何か心配はありますか。 
Do you have any concerns?
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起きる (が)おきる  to get up 

起こす (を)おこす  to wake 
someone up 

起こる (が)おこる  to occur 

起こす (を)おこす  to cause 

私は今起きたところです。 

I have just got up. 

101.  起  to rise, 
to get up, to 
raise, to awaken 
(AS,IB) 

run/ me 

Radical: 
sounyou 
(run) 

記号 きごう  sign, symbol 

記事 きじ  article 

日記 にっき  diary 

その事を新聞の記事で 

知りました。 
I found out about that in a 
newspaper article. 

103.  記 take 
note, write 
(AS,IB) 

word/ me 

Radical: 
gonben 
(speak, say) 

流れる 
(が) 

ながれる 
to flow 

流す 
(を) 

ながす 
to let (water) flow, 
to flush, to drain 

流行 りゅうこう  fashion 

流行の 
りゅうこう 

の 
fashionable 

今年ロングヘアーは流行です。 
This year long hair is the fashion. 

104.  流 
current, style 
(AS,IB) 

water/ lid/ 
myself/ river 

Radical: 
sanzui 
(water) 

102.借 to 
borrow (A2,IB) 

person/long ago 

Radical: 
ninben 
(person) 

借りる かりる  to borrow 

借金 しゃっきん  debt; loan; 
liabilities 

図書館から本を借りました。 

I borrowed books from the library.
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自転車 じてんしゃ  bicycle 

学校に自転車に乗って行きます。 

I go to school by bicycle. 

105.  転  roll, 
turn (AS,IB) 

wheel/ cloud 

Radical: 
kurumahen 
(vehicle, wheel) 

遊ぶ あそぶ  to play/ muck 
about 

遊園地 ゆうえんち  amusement 
park 

友達と新しい遊園地に 

行ってみる。 
I’ll try going to the new amusement 
park with my friend. 

106.  遊  play, 
be idle (AS,IB) 

move along the 
road/  direction/ 
person/ child 

Radical: 
shinnyou 
(advance, 
move ahead) 

107.  貸 to 
lend, for rent 
(A2,IB) 

substitute/shell 
[money] 

Radical: 
kai
(shell) 

貸す (を)かす  to lend 

貸し かし  loan 

貸し出し かしだし  lending 

貸間 かしま  room to let 

貸家 かしや  house for 
rent 

貸家に住んでいます。 
I live in a rented house. 

寝る ねる  to go to sleep 

昼寝 ひるね  daytime nap 

十二時前に寝た方がいい 

です。 
It is best to go to sleep before 12 
o’clock. 

108.  寝  to go 
to bed, to sleep, 
to lie down 
(AS,IB) 

house/ bed/ hand 
holding broom 

Radical: 
ukanmuri 
(roof, 
katakana u)
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112.反  to 
oppose, to 
react (IB) 

Radical: 
mata 
(and) 

反対 はんたい  objection 

反対する 
はんたい 

する 
to object to 

賛成 さんせい  approval 

賛成する 
さんせい 

する 
to approve, 
to agree 

この計画に賛成します。 

I agree with this plan. 

111.  賛  to 
approve of, to 
praise (IB) 

husband/ husband/ 
shell 

Radical: 
kai 
(shell) 

110. 選  to 
choose, 
election (A2,IB) 

self/ self/ 
joint/road 

Radical: 
shinnyou 
(road) 

選ぶ えらぶ  to chose 

選手 せんしゅ  player/ athlete 

テニスの選手になりたいです。 
I want to become a tennis player. 

109. 調 melody 
inspection 
examination 
(A2,IB) 

words/periphery 

Radical: 
gonben 
(word) 

調べる しらべる  to investigate 

強調 きょうちょう  emphasis 

調子 ちょうし  tune 

調[査] ちょうさ  investigation 

先生はこの単語を強調しました。 
The teacher emphasized this word.
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集まる (が）あつまる  to come 
together 

集める (を）あつめる 
to gather 
something 
together 

集中 

する 
しゅうちゅう 

する 
to concentrate 

午後三時に集まって下さい。 

Please assemble together at 3 p.m. 

114.  集 gather 
(AS,IB) 

big bird/ tree 

Radical: 
furutori 
(old bird) 

作る (を)つくる  to make 

作文 さくぶん  essay, 
composition 

作家 さっか  author 

作業 さぎょう  activity, task 

今週の作文を長く書いて下さい。 
Please write your essay long this week. 

116.  作 
make (AS,IB) 

person/ 
generate 

Radical: 
ninben 
(person) 

115. 合 to fit, to 
combine (A2,IB) 

roof/one/mouth 

Radical: 
kuchi 
(mouth) 

合う あう  to fit; to suit 

都合 つごう  circumstances, 
condition 

場合 ばあい  case 

間に合う まにあう  to be in time for 

合わせる あわせる  to join together 

話し合う はなしあう  to discuss 

知り合い しりあい  acquaintance 

待ち合わせる まちあわせる  to rendezvous 

待合室 まちあいしつ  waiting room 

合計 ごうけい  sum total 

電車に間に合いましたか？ 
Were you in time for the train? 

113.対 
opposite, 
oppose  (AS,IB) 

sentence/ a bit of 

Radical: 
sun 

反対 はんたい  objection 

反対する 
はんたい 

する 
to object to 

に対して 
..に 

たいして 
regarding../ 
towards 

この計画に反対します。 
I am against this plan.
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希望 きぼう  hope 

日本語を勉強することを 

希望します。 
I hope to study Japanese. 

118.  希 
rare, to 
aspire(IB) 

katakana”me”/ 
cloth 

Radical: 
haba 

望み のぞみ  wish, hope 

望む のぞむ  to hope 

希望 きぼう  hope 

テストで１００％を望みます。 
I hope to get 100% in the test. 

119.  望  to 
hope, to look 
after (IB) 

to decease/ 
moon/ king 

Radical: 
tsuki 
(moon) 

習う ならう  to learn 

学習する がくしゅうする  to learn 
(formal) 

練習 れんしゅう  practice 

練習 

する 
れんしゅうする  to 

practise 

実習する じっしゅうする  to train 

学校で日本語を学習しています。 

I learn Japanese at school. 

120.  習  to 
learn, to study 
(AS,IB) 

feather/ white 

Radical: 
hane 
(feather) 

117.  願  to 
wish, to ask a 
favor (IB) 

original/ page 

Radical: 
oogai 
(page) 

願い ねがい  wish 

願う ねがう  to wish 

お願い 

する 
おねがいする  to ask a 

favour 

チケットを二まいお願いします。 
My I please have two tickets.
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閉める しめる  to close (windows or 
doors) 

閉じる とじる  to close (books, 
gates, mouth, etc) 

閉館 へいかん  closed (for buildings) 

閉園 へいえん  closed (for parks etc) 

ドアを閉めるのを忘れないで 

下さい。 

Please do not forget to close the door. 

122.  閉 to close 
(IB) 

gate/ katakana”o” 

Radical: 
mongamae 
(gate) 

続く (が)つづく  something 
continues 

続ける (を)つづける  to continue 
something 

せんそうはほとんど１０年間 

続いた。 
The war lasted nearly ten years. 

123.  続 
continue 
(AS,IB) 

thread/ sell 

Radical: 
itohen 
(thread) 

124.  再 
another time 
(IB) 

Radical: 
keigamae 

再び ふたたび  again 

再現する さいげんする  to reproduce 

再生する さいせいする  to play (videos) 

再会する さいかいする  to meet 
someone again 

映画を再生していただけませんか。 

Could you play the film? 

121.  初 first, 
beginning (A2,IB) 

robe/sword 

Radical: 
katana 
(sword) 

初めて はじめて  for the first time 

初めに はじめに  firstly 

最初 さいしょ  first 

初め はじめ  beginning 

初… しょ…  first; new 

最初にりんごを食べました。 
I ate an apple first of all.
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開く (を)ひらく  to open (a 
book etc) 

開ける (を)あける  to open 
(a shop etc) 

開く (が)あく  to be open 

テキストを開いて下さい。 

Please open your textbooks. 

125.  開 open 
(AS,IB) 

gate/ 2 hands 
outstretched 

Radical: 
mongamae 
(gate, door) 

始まる 
(が) 

はじまる 
it starts/ 
begins 

始める 
(を) 

はじめる 
to start 
something 

開始 かいし  Start/ 
beginning 

開始 

する 

(を) 

かいし 

する 

to start 
something 

映画は何時に始まりますか。 

When does the film start？ 

126.  始 
begin, start 
(AS,IB) 

woman/ 
private/ mouth 

Radical: 
onna hen 
(woman) 

終る 
(を/が) 

おわる 
to end, to be 
finished 

パーティーは、十時に 

終わらなければなりません。 

The party must finish by 10 o’clock. 

127.  終  end, 
to come to an 
end (AS,IB) 

thread/ winter 

Radical: 
itohen 
(thread) 

128. 止  to stop 
(A2,IB) 

stop 

Radical: 
tomeru 
(stop) 

止まる 
(が) 

とまる 
to remain; to 
stay; to stop 

止める 
(を) 

とめる 
to stop 
(something) 

立ち止まる たちどまる  to stop; to 
halt 

中止 ちゅうし  stoppage 

[禁]止 きんし  prohibited 

母は車の前で立ち止まりました。 
Mum stopped in front of the car.
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歌う うたう  to sing 

歌 うた  a song 

歌手 かしゅ  a singer 

歌を歌いながら日本語を 

勉強する。 
We study Japanese while we 
are singing. 

130.  歌  to 
sing, song 
(AS,IB) 

can/ can/ lack 

Radical: 
akubi 
(lack) 

変わる 
(が) 

かわる 
something 
changes 

変える 
(を) 

かえる 
to change 
something 

大変 
たいへん 

(な) 
terrible, hard, 
very 

気が 

変わる 
きが 

かわる 
to change 
one`s mind 

変化 へんか  a change 

変化 

する 

(を) 

へんか 

する 

to change 
something 

ここでは天気は変わりやすい。 
The weather here is changeable. 

131. 変 
change 
(AS,IB) 

almost red/ 
walking legs 

Radical: 
fuyugashira 
(go slowly) 

勝つ かつ  to win 

勝負 しょうぶ  a match/ 
victory or defeat 

勝負に勝ちたいです。 
I want to win the match. 

132. 勝  to win, 
to excel (IB) 

moon/ power 

Radical: 
chikara 
(power, 
katakana”ka”) 

129.  答 
answer, to 
answer 
(AS,IB) 

bamboo/ put 
together 

Radical: 
takekanmuri 
(bamboo) 

答える こたえる  to reply 

答え こたえ  reply 

回答 かいとう  answer 

回答 

する 
かいとう 

する 
to answer 

先生は答えてくれました。 

The teacher kindly answered.
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仕事 しごと  work 
仕事を 

する 
しごとを 

する 
to work 

仕事を 

変える 
しごとを 

かえる 
to change one`s 
work 

仕方 しかた  the way, method 

月曜日から金曜日まで仕事を 

します。 
I work from Monday to Friday. 

133. 仕  serve, 
work, do 
(AS,IB) 

person/ samurai 

Radical: 
ninben 
(person) 

[工]業 こうぎょう  engineering 

[商]業 しょうぎょう  commerce 

[失]業 しつぎょう  unemployment 

[授]業 じゅぎょう  lesson 

[職]業 しょくぎょう  occupation 

林業 りんぎょう  forestry 

作業 さぎょう  task/ activity 

卒業 そつぎょう  graduation 

次の授 
じゅ 

業は、何時から始まりますか。 
When does the next lesson start from? 

134.  業 
occupation, 
business 
(AS,IB) 

line up/ horns/ 
not yet 

Radical: 
ki 
(tree, wood) 

四季 しき  four seasons 

季節 きせつ  season 

日本には四季があります。 

There are four seasons in Japan. 

135.  季 
season 
(AS,IB) 

2branch tree/ 
child 

Radical: 
ko
(child) 

季節 きせつ  season 

夏は一番暑い季節です。 

Summer is the hottest season. 

136.節 
section, joint, 
period, point, 
tune, restrain 
(AS,IB) 

bamboo/ 
almost good/ 
bending person 

Radical: 
takekanmuri 
(bamboo)
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科学 かがく  science 

科目 かもく  academic 
subject 

学科 がっか  academic 
subject 

教科書 きょうかしょ  textbook 

化学は私の一番とくいな科目です。 

Chemistry is my best subject. 

138. 科 
department, 
court, academic 
subject (AS,IB) 

2branch tree/ 
bucket 

Radical: 
nogihen 
(2branch tree) 

注文 

する 
ちゅうもん 

する 
to order 
(a product) 

注意 

する 
ちゅうい 

する 
to be careful 

ビールを二はい注文した。 

I ordered two beers. 

139. 注  pour, 
pay attention 
to, note 
(AS,IB) 

water/ master 

Radical: 
sanzui 
(water) 

100 点 ひゃくてん  100 marks 
(in test) 

点数 てんすう  marks 

点 てん  point 

兄はいい点と悪い点が 

あります。 
My older brother has good and bad 
points. 

140.  点  point 
(AS,IB) 

fortune teller 
(divining rod/ 
mouth)/ fire 

Radical: 
rekka 
(fire) 

137.  留 to 
keep, to stay 
(A2,IB) 

outside/rice 
field 

Radical: 
ta 
(rice paddy) 

留守 るす  being away from 
home 

留学 りゅうがく  studying abroad 

留学生 りゅうがくせい  overseas 
student 

一年間日本で留学した事があります。 
I have studied abroad in Japan for a year.
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始業式 
しぎょうし 

き 

opening 
ceremony of the 
school term 

[結婚] 

式 
けっこんし 

き 
wedding 
ceremony 

卒業式 
そつぎょう 

しき 
graduation 
ceremony 

三月に卒業式が行われます。 

The graduation ceremony takes place in 
March. 

143.  式 
ceremony, 
style, formula 
(AS,IB) 

craft/ stake 

Radical: 
shikigamae 
(stake) 

伝[統] 

的 
でんとうてき 

(な) 
traditional 

全国的 
ぜんこくてき 

(に) 
throughout the 
country 

現[代] 

的 
げんだいてき 

(な) 
modern 

イギリスには伝統 
とう 

的な家がたくさん 

あります。 
There are many traditional houses in the UK. 

144.  的 
target, (suffix 
for forming 
adjectives 
from nouns) 
(AS,IB) 

white/ ladle 

Radical: 
shiro 
(white) 

142. 史 history 
(A2,IB) 

Radical: 
kuchi 
(mouth) 

…史 し  history 
(of a country) 

日本史 にほんし  Japanese history 

世界史 せかいし  world history 

日本史はむずかしいですか。 
Is Japanese history difficult? 

141.歴 personal 
history, pass 
(A2,IB) 

cliff/forest/stop 

Radical: 
tomeru 
(stop) 

歴史 れきし  history 

学歴 がくれき  academic career 

中国の歴史はおもしろいです。 

Chinese history is interesting.
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題名 だいめい  title 

題 だい  title, topic, 
subject 

話題 わだい  topic of 
conversation 

この本の題名は何ですか。 

What’s the title of this book? 

145. 題 
subject, topic, 
theme title 
(AS,IB) 

sun/ correct / 
head 

Radical: 
oogai 
(head, page) 

問題 もんだい  problem 

交通 

問題 
こうつう 

もんだい 
traffic problem 

社会 

問題 
しゃかい 

もんだい 
social problem 

社会問題はなかなか直しにくい 

です。 
Social problems are quite hard to 
solve. 

146. 題 
question, to 
ask (AS,IB) 

gate/ mouth 

Radical: 
mongamae 
(gate) 

宿題 しゅくだい  homework 

宿泊 しゅくはく  lodging; stay 

宿泊 

する 
しゅくはく 

する 
to stay the night 

民宿 みんしゅく  lowcost 
Japanese B&B 

英語の宿題をもうしましたか。 
Have you already done your English 
homework? 

147. 宿 lodge, 
incarnation (IB) 

katakana”i”/ 
katakana”u”/ 
hundred 

Radical: 
ukanmuri 
(katakana”u”) 

練習 れんしゅう 
practice, 
exercise, 
training 

練習する 
れんしゅう 

する 

to practice, 
to exercise, 
to train 

毎日ピアノの練習をします。 

I practice the piano every day. 

148. 練  to 
train (IB) 

thread/ east 

Radical: 
itohen 
(thread)
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例えば たとえば  for example 

例文 れいぶん  example 
sentence 

日本には、有名な山がありま 

す。例えば富士山があります。 
In Japan there are some famous 
mountains. For example there is Mt 
Fuji. 

149. 例 
example 
(AS,IB) 

person/ bone + 
sword (row) 

Radical: 
ninben 
(person) 

小説 しょうせつ  novel 

説明 せつめい  explanation 

説明書 せつめいしょ  instruction 
booklet 

この小説はおもしろいと 

思います。 
I think this novel is interesting. 

150.  説 
opinion, theory, 
explain (AS,IB) 

word/ animal 
horns/ older 
brother [mouth/ 
human legs] 

Radical: 
gonben 
(speak, say) 

明るい あかるい  bright, 
cheerful, clear 

明日 あした  tomorrow 

説明する 
せつめい 

する 
to explain 

あの人は明るい少年 
しょうねん 

だ。 
That person is a cheerful youth. 

151. 明  bright, 
clear, next 
(AS,IB) 

sun/ moon 

Radical: 
hi 
(sun, day) 

欠ける かける  to lack 

欠席 けっせき  absence 

欠員 けついん  vacancy; opening 

欠点 けってん  fault; defect 

彼は欠点がたくさんあります。 

He has many faults. 

152.欠  to 
lack, to absent 
from (IB) 

Radical: 
akubi 
(to yawn)
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席 せき  seat 

出席 しゅっせき  attendance 

出席 

する 
しゅっせき 

する 
to attend 

欠席 けっせき 

欠席 

する 
けっせき 

する 

to be 
absent 
from 

自由席 じゆうせき  unreserved 
seat 

西田さんは出席しましたか。 
Did Mr Nishida attend? 

153. 席  seat, 
place (AS,IB) 

building/ 
leather/ cloth 

Radical: 
haba 
(cloth) 

卒業 そつぎょう  graduation 

卒業する 
そつぎょう 

する 
to graduate 

卒業式 
そつぎょう 

しき 
graduation 
ceremony 

卒業生 
そつぎょう 

せい 
old boy/ former 
student 

二年前に大学を卒業しました。 

I graduated from the university 2 years ago. 

154.卒  to 
graduate (IB) 

lid/ 2 people/ 
ten 

Radical: 
juu 
(ten) 

質問 

する 
しつもんす 

る 
to ask a 
question 

質が 

いい 
しつが 

いい 
good quality 

質問があれば、聞いて下さい。 
If you have a question, please ask. 

155.  質 
quality, nature 
(AS,IB) 

axe/ axe/ 
shellfish 
(money) 

Radical: 
kai 
(shell, mussel, 
money) 

156. 区 
district, ward 

boxonside/ 
scissors 

Radical: 
hakogamae 
(boxonside 
enclosure) 

区 く  district 

This kanji and the ones following are 
mostly used in Japanese addresses. 
The system is as follows: 
〒[postcode] 

[prefecture]県 
けん 

[city]市 
し 

[town]町 
まち 

[district]区 
く 

[block]丁目 
ちょう め 

[number] 番地 
ば ん ち 

In English, we would write it in the 
reverse order, from smallest region to 
largest region, with the postcode last.
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二丁目 にちょうめ  2 nd block 

丁度 ちょうど  exactly, 
just 

This kanji is used mainly in 
addresses. See kanji 2 for 
explanation of Japanese addresses. 
丁度三時に駅に着きました。 
I arrived at the station exactly at 3 
o’clock. 

157. 丁 counter 
for blocks of 
houses 

Radical: 
ichi 
(one) 

島 しま  island 

半島 はんとう  peninsula 

島国 しまぐに  island country 

広島 ひろしま  Hiroshima 

日本もイギリスも島国です。 

Both Japan and the UK are island 
countries. 

158. 島 
island (AS,IB) 

bird/ mountain 

Radical: 
yama 
(Mountain) 

お世話に 

なる 
おせわに 

なる 

to be 
(morally) 
indebted 

世話する せわする  to look after 
世界 せかい  world 

世[代] せだい  generation 

21 世 

[紀] 
21 せいき  21 st century 

お世話になりました。 
Thank you for all your trouble. 
(Fixed expression) 

159.  世 
world, age, 
reign (AS,IB) 

Radical: 
ichi 
(one) 

世界 せかい  world 

業界 ぎょうかい  industry, 
business 

映画界 えいがかい  the movie 
world 

世界にはたくさんの人が 

住んでいます。 
There are many people living in the 
world. 

160.  界 world 
(AS,IB) 

rice field/ in 
between 

Radical: 
ta 
(rice field)
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161. 階 floor, 
rank, stairs, 
storey 

hill/ everyone 

Radical: 
kozato hen 

一階 いっかい  1 st floor (UK 
ground floor) 

地下一階 ちかいっかい  1 st floor in the 
basement 

何階 なんかい  what floor 

二階だて にかいだて  2storey 
(building etc) 

階段 かいだん  stairs 

レストランは何階ですか。 
What floor is the restaurant on? 

階段 かいだん  stairs 

階段は私の部屋の左に 

あります。 
The stairs are the left side of 
my room. 

162. 段  step, 
stairs 

steps/strike 

Radical: 
rumata 
(katakana ru and 
kanji mata 
[again]) 

台風 たいふう  typhoon 
台所 だいどころ  kitchen 

今年の秋は台風が少なかった。 
There have been few typhoons this 
autumn. 

163. 台 table, 
counter for cars 
and machines, 
platform 

myself/ mouth 

Radical: 
kuchi 
(mouth) 

位 くらい  about, roughly 

1 位 いちい  the first 

ロンドンまで一時間位 

かかります。 
It takes about 1 hour to get to London. 

164.  位  rank, 
extent (AS,IB) 

person/ stand 

Radical: 
ninben 
(person)
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橋 はし  bridge 

橋をわたって下さい。 

Please cross over the bridge. 

165.  橋 
bridge (AS,IB) 

tree/ drop/ big/ 
mouth/ upside 
down box/ 
mouth 

Radical: 
kihen 
(tree, wood) 

門 もん  gate 

[専]門 せんもん  speciality 

[専]門家 
せんもん 

か 
expert/ 
specialist 

ジャズは私の専門ではない。 

Jazz is not my speciality. 

166.  門 gate 
(AS,IB) 

Radical: 
mongamae 
(gate, door) 

167. 豚 pig 

flesh/ pig 

Radical: 
nikuzuki 

豚 ぶた  pig 

豚肉 ぶたにく  pork 

その豚肉を全部食べて 

しまいました。 
I ended up eating all that pork. 

豚 

とん 

ぶた 

168. 馬 horse 
(A2,IB) 

Radical: 
uma 
(horse) 

馬 うま  horse 

乗馬 じょうば  horse riding 

姉は乗馬が好きです。 
My older sister likes horse riding.
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お茶 おちゃ  Japanese 
green tea 

茶色[い] ちゃいろ[い]  brown 

お茶を飲みませんか。 

Won’t you have some tea? 

170.  茶  tea 
(AS,IB) 

grass/ steep 
roof/ 
katakana”ho” 

Radical: 
kusakanmuri 
(grass) 

169. 米 rice, 
America 
(A2,IB) 

katakana”so”/ 
tree 

Radical: 
kome 
(rice grain) 

米 こめ  uncooked rice 

南米 なんべい  South America 

新米 しんまい  new rice; recruit, 
rookie 

南米に行ってみたいと思います。 
I’d like to go to South America. 

実は じつは  actually,.. 

実習 

する 
じっしゅう 

する 

to have 
practical 
training 

事実 じじつ  fact/ truth 

木の実 きのみ  fruit/ nut/ 
berry 

実はオーストラリア人です。 
Actually, I am Australian. 

171.  実 fruit, 
truth, actuality 
(AS,IB) 

house / three/ 
person 

Radical: 
ukanmuri 
(roof, 
katakana u) 

夕食 ゆうしょく  evening meal 

夕方 ゆうがた  evening 

毎日夕食を食べなければ 

なりません。 
We must eat an evening meal every 
day. 

172.  夕 
evening 
(AS,IB) 

katakana”ta” 

Radical: 
yuube 
(evening)



46 

173.  飯 
cooked rice, 
meal (A2,IB) 

Radical: 
shokuhen 
(to eat) 

ご飯 ごはん  boiled rice, meal 

朝ご飯 あさごはん  breakfast 

昼ご飯 ひるごはん  lunch 

夕ご飯 ゆうごはん  evening meal, 
supper 

晩ご飯 ばんごはん  evening meal, 
supper 

夕飯 ゆうはん  evening meal, 
supper 

毎日朝ごはんを食べた方が 

いいです。 
You should eat breakfast everyday. 

様子 ようす  appearance 

様 さま 
honorific form 
of さん 

様々 
さまざま 

（な） 
various 

エリザベス女王 
じょおう 

様を見た事 

がありますか。 
Have you ever seen Queen 
Elizabeth? 

176. 様 
appearance, way, 
manner, Mr., Ms, 
Miss, Mrs. (AS,IB) 

tree/ sheep/ water 

Radical: 
kihen 
(tree, wood) 

175.  写  to 
copy, to portray 

stand/ sun 

Radical: 
wakanmuri 

写真 しゃしん  photograph 

写真をたくさんとりました。 
I took a lot of photos. 

174. 達  reach, 
animate plural 
suffix 

earth/ sheep/ 
move along the 
road 

Radical: 
shinnyu 
(move along the 
road) 

友達 ともだち  friends 

私たち わたしたち  we 

あなた達 あなたたち  you (plural) 

ぼく達 ぼくたち  wce (boys) 

先生達 せんせいたち  teachers 

友達がたくさん出来ました。 
I made many friends.
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177. 予 in 
advance (A2,IB) 

katakana 
ma/finish 

Radical: 
hanebou 
(feathered stick) 

予定 よてい  plan 

予[約] よやく  appointment; 
promise 

予報 よほう  forecast 

夏休みの予定は何ですか。 
What is your plan for the summer 
holiday? 

178. 情 
emotion, actual 
conditions 
(A2,IB) 

feelings/blue 

Radical: 
risshinben 
(heartfeeling) 

感情 かんじょう  emotion(s) 

事情 じじょう  circumstance 

情報 じょうほう  information; 
news 

友情 ゆうじょう  friendship 

同情 どうじょう  sympathy 

その情報を聞きましたか。 
Did you hear the news? 

179.報  to 
inform, to 
requite (A2,IB) 

happiness 
(land and 
yen)/seal/again 

Radical: 
tsuchihen 
(earth) 

天気予報 てんきよほう  weather 
forecast 

電報 でんぽう  telegram 

情報 じょうほう  information; 
news 

予報 よほう  forecast 

今朝天気予報を見ましたか。 
Did you see the weather forecast this 
morning? 

180. 比  to 
compare (IB) 

Radical: 
kuraberu 
(compare) 

比べる くらべる  to compare 

比*較 ひかく  comparison 

比較的 ひかくてき  comparatively 

イギリスと比べると日本は 

あたたかい。 
It’s warm in Japan compared to UK.
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181. 力 strength, 
power (A2,IB) 

katakana”ka” 

Radical: 
chikara 
(strength) 

力 ちから  strength; power 

全力 ぜんりょく  all one’s power 

速力 そくりょく  speed 

力強い ちからづよい  reassuring; strong 

電力 でんりょく  electric power 

学力 がくりょく  scholarship; 
knowledge 

活力 かつりょく  vitality, energy 

強力 きょうりょく  powerful; strong 

重力 じゅうりょく  gravity 

…力 …りょく  strength; power 

それは人間の力ではできない。 
That can’t be done by human power. 

会費 かいひ  fee, 
membership fee 

食費 しょくひ  food expenses 

学費 がくひ  school 
expenses 

生活費 せいかつひ  living costs 

費用 ひよう  expenses 

生活費が高くなってきている。 
Living costs are getting higher. 

182. 費 
expense(IB) 

bow/ 
katakana”no”/ 
one/ shell 

Radical: 
kai 
(shell) 

適当 
てきとう 

(な) 
suitable/ 
appropriate 

適当 
てきとう 

(に) 
appropriately 

この部屋はパーティに適当な 

広さです。 
This room is a suitable size for the 
party. 

184.適 
suitable (IB) 

Radical: 
shinnyou 

183. 由 reason 
(A2,IB) 

Radical: 
ta 
(rice field) 

理由 りゆう  reason 

自由 じゆう  freedom 

[不] 

自由 
ふ

じゆう 

discomfort, 
poverty, 
disability 

学校を休んだ理由を教えて下 

さい。 
Please tell me the reason why you 
didn’t come to school.
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原料 げんりょう  raw material 
野原 のはら  field, plain 
原子 げんし  atom 

原子 

力 
げんし 

りょく 
atomic 
energy 

原子ばくだんはこわいです。 
I am afraid of the atom bomb. 

185. 原 plain, 
original (AS,IB) 

one/ 
katakana”no”/ 
white/ small 

Radical: 
gandare 

原因 げんいん  cause, origin 

死因 しいん  cause of death 

要因 よういん  primary factor 

つなみの原因は雨でした。 

The cause of the Tsunami was rain. 

186. 因 cause, 
reason (IB) 

mouth/ big 

Radical: 
kunigamae 
(mouth) 

洋食 ようしょく  western food 

洋室 ようしつ  westernstyle 
room 

太平洋 
たいへい 

よう 
the Pacific 
Ocean 

洋風の ようふうの  westernstyle 

日本では、洋食は人気がある。 

In Japan, western food is popular. 

187.  洋 ocean, 
foreign, 
Western (AS,IB) 

water/ sheep 

Radical: 
sanzui 
(water) 

188.品 article, 
quality, category 
(A2,IB) 

Radical: 
kuchi 
(mouth) 

品物 しなもの  goods 

食料品 
しょくりょう 

ひん  groceries 

下品 げひん  inferior article 

作品 さくひん  work; opus 

上品 じょうひん  elegant, 
refined 

食品 しょくひん  foodstuff 

部品 ぶひん  parts; 
accessories 

薬品 やくひん  medicine; 
chemicals 

あの店は品物がたくさんある 

ようです。 
That shop seems to have many goods.
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その他 
そのた、 

そのほか 
other, the 
rest 

他人 たにん  stranger, 
other people 

他人にやさしくしましょう。 

Let’s be kind to other people. 

189. 他  other, 
another (IB) 

Radical: 
ninben 
(person) 

糸 いと  thread 

「くもの糸」が読みたい 

です。 
I want to read ‘The Spider’s 
Thread’ . 

190. 糸  thread, 
yarn (IB) 

Radical: 
ito
(thread) 

ご両親 ごりょうしん  (honorific ) 
parents 

両親 りょうしん  (humble) 
parents 

両方 りょうほう  both sides 

両方とも好きです。 

I like them both. 

192.  両  both 
(AS,IB) 

one/ upside 
down box/ 
mountain 

Radical: 
ichi 
(one) 

191.  色 colour, 
complexion, 
character, lust 
(A2,IB) 

tied up/snake 

Radical: 
iro 
(colour) 

色 いろ  colour 

茶色 ちゃいろ  light brown 

…色 …いろ  …colour 
特色 とくしょく  characteristic 

あなたは何色が好きですか。 
What colour do you like?
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便利 べんり（な）  convenient 

[不]便 ふべん（な）  inconvenient 

便り たより  news/message 

シャープペンは便利な日本の 

えんぴつです。 
A ‘sharppencil’ is a convenient Japanese 
pencil. 

193.  便 
convenience, 
mail (AS,IB) 

person/ one, sun, 
almost person 
(grow late) 

Radical: 
ninben 
(person) 

便利 べんり(な)  convenient 

利用する りようする  to use 

利用者 りようしゃ  user 

利用の仕方 
りようの 

しかた 
how to use 

けいたい電話はとても便利です。 

Mobile phones are very convenient. 

194. 利 
advantage, 
interest (AS,IB) 

two branch tree/ 
sword 

Radical: 
nogihen 
(2branch tree) 

テレビ 

局 
テレビ 

きょく 
TV station 

[郵]便 

局 
ゆうびん 

きょく 
post office 

東京には大きなテレビ局が 

ある。 
There is a big TV station in Tokyo. 

195.  局 
bureau, office 
(AS,IB) 

corpse/  knee?/ 
mouth 

Radical: 
shikabane 
(corpse) 

洋服 ようふく  (Western) 
clothes 

和服 わふく  Japanese 
clothes 

セーラ 

ー服 
セーラー 

ふく 
sailor suit 

日本の女子中学生はセーラー 

服をきます。 
Japanese female junior high school 
students wear sailor suits. 

196. 服 clothes, 
to submit (IB) 

Radical: 
tsuki 
(moon)
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197. 関 to 
concern, barrier 
(A2,IB) 

gate/from heaven 

Radical: 
mongamae 
(gate) 

関係 かんけい  relation; 
connection 

関東 かんとう  Kantou (area 
around Tokyo) 

関西 かんさい  Kansai (area 
around Osaka) 

関心 かんしん  concern; interest 

関する かんする  to concern 

東京は関東地方にあります。 
Tokyo is in Kantou area. 

…倍 …ばい  …times 

倍数 ばいすう  multiple 
number 

二の三倍は六です。 

2 times 3 is 6. 

199. 倍 times, 
double(IB) 

person/ to stand 
up/ mouth 

Radical: 
niben 
(person) 

社員 しゃいん  company 
employee 

店員 てんいん  shop assistant 

父は会社員です。 

My father is a business man 
(company employee). 

200. 員 
member 
(AS,IB) 

mouth/ shellfish 

Radical: 
kuchi 
(mouth) 

198. 係 to 
connect, person 
in charge 
(A2,IB) 

person/ system 

Radical: 
niben 
(person) 

関係 かんけい  relation, 
relationship 

係 かかり  a person in 
charge 

係員 かかりいん  clerk in charge 

これは私に関係がないです。 
This has nothing to do with me.
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201. 害  to harm 

house/cultivate/ 
mouth 

Radical: 
ukanmuri 
(katakana u/ 
house) 

害 がい  injury; harm 

公害 こうがい  public nuisance, 
pollution 

公害は大きな問題になって 

きています。 
Public pollution is becoming a big 
problem. 

第一 だいいち  No. 1 

第一回 だいいっかい  the first time 

次第 しだい 

dependent 
upon; 
immediately 
(upon) 

旅行は天気次第です。 
The trip is dependant upon the weather. 

202.  第 grade, 
prefix for ordinal 
numbers (AS,IB) 

bamboo/ 
sequence 

Radical: 
takekanmuri 
(bamboo) 

203. 祭  festival, 
holiday (A2,IB) 

Radical: 
shimesu 
(show – [picture 
of an altar]) 

祭 まつり  festival 

祭日 さいじつ  national holiday, 
festival day 

…祭 …さい  festival 

今年の文化祭で何をしますか。 
What will you do at the school festival 
this year? 

204. 絵 picture, 
painting, drawing 
(A2,IB) 

thread/meet 

Radical: 
itohen 
(thread) 

絵 え  picture, 
drawing 

絵画 かいが  picture 

絵本 えほん  picture book 

子どもは絵本が好きです。 
Children like picture books.
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利用する りようする  to use, make 
use of 

利用の 

仕方 
りようの 

しかた 
how to use 

用意する よういする  to prepare 

用事 ようじ  things to do, 
business 

使用する しようする  to use, make 
use of 

ちょっと用事があります。 
I’ve got some things to do. 

205.  用 use, 
usage, 
business 
(AS,IB) 

moon/ one 

Radical: 
mochiiru 
(use) 

注意する ちゅういする 
to be careful, 
to advise, to 
warn 

用意する よういする  to prepare 

意見 いけん  opinion 

[得]意 とくい  a strength, 
strong point 

先生は子ども達を注意しました。 
The teacher warned the children. 

206.  意 
intention, will, 
meaning 
(AS,IB) 

sound/ heart 

Radical: 
kokoro 
(heart) 

晴れる はれる  to fine up 

晴れ はれ  fine weather 

明日の天気は晴れ時々雨でしょう。 
Tomorrow’s weather will be fine, with 
occasional rain. 

207.  晴 clear 
up (IB) 

sun/ blue 

Radical: 
hi 
(sun)
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Kanji Revision  1 -10   

１．だいがくですうがくをべんきょうするつもりです。 

                 

 

２．このとけいはやすそうです。 

                 

 

３．こんやべんきょうしなければなりません。 

                 

 

４．いっぷんはなんびょうかおしえてください。 

                 

 

５.きのうくるまでがっこうへいきました。 

                 

 

６．トトロは、さくやあらわれました。 

                 

 

７． トトロはほんとうにそんざいしますか。 

                 

 

８．げんざいのおんがくはあまりすきじゃない。 

                 

 

９．2009 年は、平成二十一年です。 

 

１０．成田空港

こう
に九時に着きました。 
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Kanji Revision  1 -10 Answers  
 

 1．大学で数学を勉強するつもりです。 

                 

I intend to study Maths at university. 

２．この時計は安そうです。 

                 

This watch seems cheap. 

３．今夜勉強しなければなりません。 

                 

This evening I must study. 

４．一分は何秒か教えて下さい。 

                 

Please tell me how many seconds in a minute? 

５．昨日車で学校へ行きました。 

                 

I went to school by car yesterday. 

６．トトロは、昨夜現れました。 

                 

Totoro appeared last night. 

７．トトロは本当に存在しますか。 

                 

Does Totoro really exist? 

８．現在の音楽はあまり好きじゃない。 

                 

I don’t like current music very much. 

９．2009 年は、平成二十一年です。 

2009 is the 21

st
 year of Heisei. 

１０．成田空港

こう
に九時に着きました。 

I arrived at Narita airport at 9 o’clock. 
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Kanji Revision  11 -20  
 

１． イギリスのいえはにほんのいえよりひろいです。 

                 

 

２．おしょうがつをたのしみにしています。 

                 

 

３．はやくねればはやくおきられます。 

                 

 

４．びじゅつかんにはうつくしいものがあるそうです。 

                 

 

５．しんかんせんはふつうのでんしゃよりはやいに 

ちがいないです。 

                 

 

６．びょういんではしずかにしなければいけません。 

                 

 

７．きょうはあつくてしにそうです。 

                 

 

８． ほっかいどうはきゅうしゅうよりさむいです。 

                 

 

９．あの人は短いスカートをはいています。 

 

10. この漢字を暗記しなければなりません。 

 



 58 

Kanji Revision  11 -20 Answers  

1. イギリスの家は日本の家より広いです。 

                 

UK houses are more spacious than Japanese houses. 

２．お正月を楽しみにしています。 

                 

I’m looking forward to the New Year. 

３．早く寝

ね
れば早く起

お
きられます。 

                 

If you go to bed early, you can get up early. 

４．美術館には美しい物があるそうです。 

                 

They say there are beautiful things in the art gallery. 

５．新幹線

しんかんせん
はふつうの電車より速いにちがいないです。 

                 

The Bullet Train is without doubt faster than an ordinary train. 

６．病院では静かにしなければいけません。 

                 

You must be quiet in a hospital. 

７．今日は暑くて死

し
にそうです。 

                 

It’s so hot today I feel like I’m dying. 

８．北海道は九州より寒いです。 

                 

Hokkaido is colder than Kyushu. 

９．あの人は短いスカートをはいています。 

That person is wearing a short skirt. 

10.この漢字を暗記しなければなりません。 

I must learn this kanji by heart. 
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Kanji Revision  21 -30  
                

１． にほんはイギリスからとおいです。 

                 

 

２． たいへいようへいったことがあります。 

                 

 

３．あなたはまいにちいそがしそうです。 

                 

 

４．テストでさいていなてんすうをとりました。 

                 

 

５．つめたいビールをください。 

                 

 

６．このペンはとてもよいとおもいます。 

                 

 

７．わかものはとてもかっぱつです。 

                 

 

８．きんはぎんよりおもいです。 

                 

 

９．友達の悪口を言う事は良くない事です。 

 

１０．特急電車に乗りました。 
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Kanji Revision  21 -30 Answers  

 1．日本はイギリスから遠いです。 

                 

Japan is far from the UK. 

２．太平洋へ行った事があります。 

                 

I have been to the Pacific Ocean. 

３．あなたは毎日忙しそうです。 

                 

You look busy everyday. 

４．テストで最低な点数

てんすう
をとりました。 

                 

I got the lowest score in the test. 

５．冷たいビールを下さい。 

                 

May have a cold beer please? 

６．このペンはとても良いと思います。 

                 

I think this pen is very good. 

７．若者はとても活発

かっぱつ
です。 

                 

Young people are very lively. 

８．金は銀

ぎん
より重いです。 

                 

Gold is heavier than silver. 

９．友達の悪口を言う事は良くない事です。 

Bad mouthing your friends is not good. 

１０．特急電車に乗りました。 

I took the limited express. 
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Kanji Revision  31-40    

 

  1．がっこうにおくれてはいけません。 

                 

 

２．かんじをぜんぶおぼえるのはむりです。 

                 

 

３．あなたのかばんはかるそうです。 

                 

 

４．にほんじんはねっしんにべんきょうしています。 

                 

 

5．にほんごのべんきょうはかんたんだとおもいますか。 

                 

 

６．このたんごはドイツごからきています。 

                 

 

７．よるひとりであるくのはあぶないです。 

                 

 

８．よるにおよぐのはきけんです。 

                 

 

９．私はノート、ペンなどが必要です。 

 

１０．このテストはとても重要です。 
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Kanji Revision  31-40 Answers  

 1. 学校に遅れてはいけません。 

                 

You must not be late for school. 

２．漢字を全部

ぜ ん ぶ
覚えるのは無理です。 

                 

It’s impossible to remember all the Kanji. 

３．あなたのかばんは軽そうです。 

                 

Your bag seems light. 

４．日本人は熱心に勉強しています。 

                 

Japanese people study hard. 

５．日本語の勉強は簡単だと思いますか。 

                 

Do you think studying Japanese is easy? 

６．この単語はドイツ語からきています。 

                 

This word comes from German. 

７．夜一人で歩

ある
くのは危ないです。 

                 

It’s dangerous to walk alone in the night. 

８．夜に泳ぐのは危険です。 

                 

It is dangerous to swim at night. 

９．私はノート、ペンなどが必要です。 

I need a notebook, pens etc. 

１０．このテストはとても重要です。 

This test is very important. 
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Kanji Revision 41 - 50  
 

１． さいごのバスです。 

                 

 

２．やすいうちにかいます。 

                 

 

３．つぎのバスをまたなければなりません。 

                 

 

４．テストがかんせいしました。 

                 

 

５．ぜんぶでにひゃくえんになります。 

                 

 

６．にじかんいじょうまちました。 

                 

 

７．あにがふたりいます。 

                 

 

８．なんにんきょうだいですか。 

                 

 

９．お姉さんにいただきました。 

 

１０．妹にもらいました。 
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Kanji Revision  41 - 50 Answers  
 

 1．最後のバスです。 

                 

It’s the last bus. 

２．安い内に買います。 

                 

I’ll buy it while it’s cheap. 

３．次のバスを待たなければなりません。 

                 

We must wait for the next bus. 

４．テストが完成しました。 

                 

I completed the test. 

５．全部で二百円になります。 

                 

That will be 200 yen altogether. 

６．二時間以上待ちました。 

                 

I waited more than 2 hours. 

７．兄が二人います。 

                 

I have 2 older brothers. 

８．何人兄弟ですか。 

                 

How many siblings are there in your family? 

９．お姉さんにいただきました。 

I received it humbly from your older sister. 

１０．妹にもらいました。 

I received it from my younger sister. 
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Kanji Revision 51 – 60                       
  

１．りょうしんはせんしゅうにほんへりょこうにいった。 

                 

 

２．バラははなのじょおうです。 

                 

 

３．にほんじんはしんせつなみんぞくです。 

                 

 

４．やまだくんはなんねんせいですか。 

                 

 

５．まいしゅうかのじょとあう。 

                 

 

６．みなげんきです。 

                 

 

７．おきゃくさんがごにんいます。 

                 

 

８．ぼくのしゅみはどくしょです。 

                 

 

９．医者に行った方がいいと思います。 

 

10. お医者さんが病気をなおしてくれました。 
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Kanji Revision 51 -60 Answers  
 
  

1．両親は先週日本へ旅行に行った。 

                 

My parents went to Japan for a holiday last week. 

２．バラは花の女王です。 

                 

The rose is the queen of flowers. 

３．日本人は親切な民族です。 

                 

The Japanese are a kind race of people. 

４．山田君は何年生ですか。 

                 

What year is Yamada in? 

５．毎週彼女と会う。 

                 

I meet her every week. 

６．皆元気です。 

                 

Everyone is well. 

７．お客さんが五人います。 

                 

There are five customers. 

８．僕のしゅみは読書です。 

                 

My hobby is reading books. 

９．医者に行った方がいいと思います。 

I think it’s better to go to the doctor. 

10．お医者さんが病気をなおしてくれました。 

The doctor cured my illness. 
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Kanji Revision  61 -70  
   

１． ごしゅじんのなまえはなんですか。 

                 

 

２．あしがいたくなりました。 

                 

 

3．かのじょのかおはうつくしいです。 

                 

 

４．あたまがいたくていたくてたまりません。 

                 

 

５．はやしのなかにはいりました。 

                 

 

６．もりからいぬがでてきました。 

                 

 

７．たけださんにあったことがありますか。 

                 

 

８．なつにはきおんがたかくなります。 

                 

 

９．もう一度言って下さい。 

 

１０．もうすぐ彼は日本に出発するそうです。 
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Kanji Revision  61 - 70  Answers 
 
 

1. ご主人の名前は何ですか。 

                 

What is your husband’s name? 

２．足がいたくなりました。 

                 

My foot has started to hurt. 

3．彼女の顔は美しいです。 

 
                

Her face is beautiful. 

４．頭がいたくていたくてたまりません。 

                 

My head is so sore I can’t stand it. 

５．林の中に入りました。 

                 

I went into the forest. 

６．森から犬が出て来ました。 

                 

The dog came from the forest. 

７．竹田さんに会った事がありますか。 

                 

Have you ever met Mr Takeda? 

８．夏には気温が高くなります。 

                 

The atmospheric temperature becomes high in summer. 

９．もう一度言って下さい。 
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Kanji Revision  71 – 80  

 １．あのとけいはかんがえられないほどたかい。 

                 

 

２．いいかんじがします。 

                 

 

３．このほんはとてもやくにたつそうです。 

                 

 

４．おなじテストをさんかいした。 

                 

 

５．かれははしるのがとてもすきです。 

                 

 

６．なつにはうみですいえいをします。 

                 

 

７．ほどうをあるいたほうがあんぜんです。 

                 

 

８．いつものバスにのれなかった。 

                 

 

９．毎日ロンドンを通ります。 

 

１０．きのうかぜを引いてしまいました。 
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Kanji Revision  71 - 80    Answers 

 

１．あの時計は考えられないほど高い。 

                 

That watch is unthinkably expensive. 

２．いい感じがします。 

                 

I have a good feeling about it. 

３．この本はとてもやくに立つそうです。 

                 

They say this book is very useful. 

４．同じテストを三回した。 

                 

I did the same test three times 

５．彼は走るのがとても好きです。 

                 

He likes running very much? 

６．夏には海で水泳をします。 

                 

I swim in the sea in summer. 

７．歩道を歩いたほうが安全です。 

                 

Please cross the road at the pedestrian crossing. 

８．いつものバスに乗れなかった。 

                 

He couldn’t get on his usual bus. 

９．毎日ロンドンを通ります。 

Yesterday it rained all through the day. 

１０．きのうかぜを引いてしまいました。 

Yesterday I ended up catching a cold (completely). 
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Kanji Revision  81 – 90  

   

１． せんしゅうとけいをうしないました。 

                 

 

２．これはほんとうにおいしかったです。 

                 

 

３．おかあさんをてつだってください。 

                 

 

４．しんだらてんごくにいきます。 

                 

 

５．こうばんできいてください。 

                 

 

６．かわでいぬをたすけました。 

                 

 

７．としょかんにほんをかえしましたか。 

                 

 

８．いつにほんにいくかきめましたか。 

                 

 

９．もう決定しましたか。 

 

10．車の中に忘れ物はないですか。 
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Kanji Revision  81 – 90 Answers 

1. 先週時計を失いました。 

                 

I lost my watch last week. 

２．これは本当においしかったです。 

                 

This was really delicious. 

３．お母さんを手伝って下さい。 

                 

Please help your mother. 

４．死んだら天国に行きます。 

                 

We will go to the heaven when we die. 

５．交番で聞いて下さい。 

                 

Please ask at the police box. 

６．川で犬を助けました。 

                 

I helped a dog at the river. 

７．図書館に本を返しましたか。 

                 

Did you return the book to the library? 

８．いつ日本に行くか決めましたか。 

                 

Have you decided when would you go to Japan? 

９．もう決定しましたか。 

Have you decided yet? 

10．車の中に忘れ物はないですか。 

Are you sure you didn’t leave anything in the car? 
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Kanji Revision  91 - 100  
 

 １．このシャツはきにいりません。べつのをみせてください。 

                 

 

２．しょうじきにいうと、すしがすきではありません。 

                 

 

３．イギリスのきょういくはいいとおもいますか。 

                 

 

４．かんじをかくときに、えんぴつをつかったほうがいいです。 

                 

 

５．きのうたくさんあめがふりました。 

                 

 

６．ははをえきでみおくりました。 

                 

 

７．まいにちぶかつどうしなければならない。 

                 

 

８．おてあらいをつかってもいいですか。 

                 

 

９．昨日のしあいでどっちが負けた？ 

 

１０．何か心配はありますか。 
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Kanji Revision  91 - 100 Answers 

 

 1. このシャツは気に入りません。別のを見せて下さい。 

                 

I don't like this shirt. Please show me another. 

２．正直に言うと、すしが好きではありません。 

                 

To be honest, I don’t like sushi. 

３．イギリスの教育はいいと思いますか。 

                 

Do you think British education is good? 

４．漢字を書く時に、えんぴつを使った方がいいです。 

                 

When you write kanji, it is best to use a pencil. 

５．昨日たくさん雨が降りました。 

                 

It rained a lot yesterday. 

６．母を駅で見送りました。 

                 

I saw my mother off at the station. 

７．毎日部活動しなければならない。 

                 

You must do a club activity everyday. 

８．お手洗いを使ってもいいですか。 

                 

Can I use the toilet? 

９．昨日のしあいでどっちが負けた？ 

Which team lost in yesterday’s match? 

１０．何か心配はありますか。 

Do you have any concerns? 
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Kanji Revision  101 - 110   
  

１． わたしはいまおきたところです。 

                 

 

２．としょかんからほんをかりました。 

                 

 

３．そのことをしんぶんのきじでしりました。 

                 

 

４．ことしロングヘアーはりゅうこうです。 

                 

 

５．がっこうにじてんしゃにのっていきます。 

                 

 

６．ともだちとあたらしいゆうえんちにいってみる。 

                 

 

７．かしやにすんでいます。 

                 

 

８．じゅうにじまえにねたほうがいいです。 

                 

 

９．先生はこの単語を強調しました。 

 

10．テニスの選手になりたいです。 
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Kanji Revision  101 - 110 Answers  
 

 1．私は今起きたところです。 

                 

I have just got up. 

２．図書館から本を借りました。 

                 

I borrowed books from the library. 

３．その事を新聞の記事で知りました。 

                 

I found out about that in a newspaper article. 

４．今年ロングヘアーは流行です。 

                 

This year long hair is the fashion. 

５．学校に自転車に乗って行きます。 

                 

I go to school by bicycle. 

６．友達と新しい遊園地に行ってみる。 

                 

I’ll try going to the new amusement park with my friend. 

７．貸家に住んでいます。 

                 

I live in a rented house. 

８．十二時前に寝た方がいいです。 

                 

It is best to go to sleep before 12 o’clock. 

９．先生はこの単語を強調しました。 

The teacher emphasized this word. 

10．テニスの選手になりたいです。 

I want to become a tennis player. 
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Kanji Revision  111 - 120  
  

１．このけいかくにさんせいします。 

                 

 

２．このけいかくにはんたいします。 

                 

 

３．ごごさんじにあつまってください。 

                 

 

４．でんしゃにまにあいましたか。 

                 

 

５．こんしゅうのさくぶんをながくかいてください。 

                 

 

６．チケットをにまいおねがいします。 

                 

 

７．にほんごをべんきょうすることをきぼうします。 

                 

 

８．テストで１００％をのぞみます。 

                 

 

９．学校で日本語を学習しています。 

 
10．集中して下さい。 

 



 78 

Kanji Revision  111 - 120 Answers  
 

 1. この計画に賛成します。 

                 

I agree with this plan. 

２．この計画に反対します。 

                 

I am against this plan. 

３．午後三時に集まって下さい。 

                 

Please assemble together at 3 p.m. 

４．電車に間に合いましたか。 

                 

Were you in time for the train? 

５．今週の作文を長く書いて下さい。 

                 

Please write your essay long this week. 

６．チケットを二まいお願いします。 

                 

My I please have two tickets. 

７．日本語を勉強することを希望します。 

                 

I hope to study Japanese. 

８．テストで１００％を望みます。 

                 

I hope to get 100% in the test. 

９．学校で日本語を学習しています。 

I learn Japanese at school. 

10.集中して下さい。 

Please concentrate on it. 
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Kanji Revision  121 – 130  

     

１．さいしょにりんごをたべました。 

                 

 

2．ドアをしめるのをわすれないでください。 

                 

 

３．せんそうはほとんど１０ねんかんつづいた。 

                 

 

４．えいがをさいせいしていただけませんか。 

                 

 

５．テキストをひらいてください。 

                 

 

６．えいがはなんじにはじまりますか。 

                 

 

７．パーティは、じゅうじにおわらなければなりません。 

                 

 

８．はははくるまのまえでたちどまりました。 

                 

 

９．先生は答えてくれました。 

 

１０．歌を歌いながら日本語を勉強する。 
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Kanji Revision  121 - 130 Answers 

  

 1. 最初にりんごを食べました。 

                 

I ate an apple first of all. 

2. ドアを閉めるのを忘れないで下さい。 

                 

Please do not forget to close the door. 

３．せんそうはほとんど１０年間続いた。 

                 

The war lasted nearly ten years. 

４．映画を再生していただけませんか。 

                 

Could you play the film? 

５．テキストを開いて下さい。 

                 

Please open your textbooks. 

６．映画は何時に始まりますか。 

                 

When does the film start？ 

７．パーティーは、十時に終わらなければなりません。 

                 

The party must finish by 10 o’clock. 

８．母は車の前で立ち止まりました。 

                 

Mum stopped in front of the car. 

９．先生は答えてくれました。 

I go to school everyday on foot. 

１０．歌を歌いながら日本語を勉強する。 

May I have 2 umbrellas please? 
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Kanji Revision 131 – 140         
    

１．ここではてんきはかわりやすい。 

                 

 

２．しょうぶにかちたいです。 

                 

 

３．げつようびからきんようびまでしごとをします。 

                 

 

４．つぎのじゅぎょうは、なんじからはじまりますか。 

                 

 

５．にほんにはしきがあります。 

                 

 

６．なつはいちばんあついきせつです。 

                 

 

７．いちねんかんにほんでりゅうがくしたことがあります。 

                 

 

８．かがくはわたしのいちばんとくいなかもくです。 

                 

 

９．ビールを二はい注文した。 

 

１０．兄はいい点と悪い点があります。 
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Kanji Revision 131 - 140 Answers  
 

 1．ここでは天気は変わりやすい。 

                 

The weather here is changeable. 

２．勝負に勝ちたいです。 

                 

I want to win the match. 

３．月曜日から金曜日まで仕事をします。 

                 

I work from Monday to Friday. 

４．次の授

じ ゅ
業は、何時から始まりますか。 

                 

When does the next lesson start from? 

５．日本には四季があります。 

                 

There are four seasons in Japan. 

６．夏は一番暑い季節です。 

                 

Summer is the hottest season. 

７．一年間日本で留学した事があります。 

                 

I have studied abroad in Japan for a year. 

８．化学は私の一番とくいな科目です。 

                 

Chemistry is my best subject. 

９．ビールを二はい注文した。 

I ordered two beers.. 

１０．兄はいい点と悪い点があります。 

My older brother has good and bad points. 
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Kanji Revision  141 - 150  
    

１．ちゅうごくのれきしはおもしろいです。 

                 

 

２．にほんしはむずかしいですか。 

                 

 

３．さんがつにそつぎょうしきがおこなわれます。 

                 

 

４．イギリスにはでんとうてきないえがたくさんあります。 

                 

 

５．このほんのだいめいはなんですか。 

                 

 

６．しゃかいもんだいはなかなかなおしにくいです。 

                 

 

７．えいごのしゅくだいをもうしましたか。 

                 

 

８．まいにちピアノのれんしゅうをします。 

                 

 

９．日本には、有名な山があります。例えば富士山があります。 

 

１０．この小説はおもしろいと思います。 
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Kanji Revision  141 - 150 Answers 

  

 1. 中国の歴史はおもしろいです。 

                 

Chinese history is interesting. 

２．日本史はむずかしいですか。 

                 

Is Japanese history difficult? 

３．三月に卒業式が行われます。 

                 

The graduation ceremony takes place in March. 

４．イギリスには伝統

と う
的な家がたくさんあります。 

                 

There are many traditional houses in the UK. 

５．この本の題名は何ですか。 

                 

What’s the title of this book? 

６．社会問題はなかなか直しにくいです。 

                 

Social problems are quite hard to solve. 

７．英語の宿題をもうしましたか。 

                 

Have you already done your English homework? 

８．毎日ピアノの練習をします。 

                 

I practice the piano every day. 

９．日本には、有名な山があります。例えば富士山があります。 

In Japan there are some famous mountains. For example there is Mt Fuji. 

１０．この小説はおもしろいと思います。 

I think this novel is interesting. 
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Kanji Revision  151 - 160  
    

１． あのひとはあかるいしょうねんだ。 

                 

 

２．かれはけってんがたくさんあります。 

                 

 

３．にしださんはしゅっせきしましたか。 

                 

 

４．にねんまえにだいがくをそつぎょうしました。 

                 

 

５．しつもんがあれば、きいてください。 

                 

 

６．ちょうどさんじにえきにつきました。 

                 

 

７．にほんもイギリスもしまぐにです。 

                 

 

８．おせわになりました。 

                 

 

９．世界にはたくさんの人が住んでいます。 

 

１０．彼女は映画界でとても有名です。 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

Kanji Revision  151 - 160 Answers  
  

１．あの人は明るい少年だ。 

                 

That person is a cheerful youth. 

２．彼は欠点がたくさんあります。 

                 

He has many faults. 

３．西田さんは出席しましたか。 

                 

Did Mr Nishida attend? 

４．二年前に大学を卒業しました。 

                 

I graduated from the university 2 years ago. 

５．質問があれば、聞いて下さい。 

                 

If you have a question, please ask. 

６．丁度三時に駅に着きました。 

                 

I arrived at the station exactly at 3 o’clock. 

７．日本もイギリスも島国です。 

                 

Both Japan and the UK are island countries. 

８．お世話になりました。 

                 

Thank you for all your trouble. (Fixed expression) 

９．世界にはたくさんの人が住んでいます。 

There are many people living in the world. 

１０．彼女は映画界でとても有名です。 

She is very famous in the movie world. 
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Kanji Revision  161 – 170 

 

１．レストランはなんかいですか。 

                 

 

２．かいだんはわたしのへやのひだりにあります。 

                 

 

３．ことしのあきはたいふうがすくなかった。 

                 

 

４．ロンドンまでいちじかんくらいかかります。 

                 

 

５．はしをわたってください。 

                 

 

６．ジャズはわたしのせんもんではない。 

                 

 

７．そのぶたにくをぜんぶたべてしまいました。 

                 

 

８．あねはじょうばがすきです。 

                 

 

９．南米に行ってみたいと思います。 

 

１０．お茶を飲みませんか。 
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Kanji Revision  161 - 170 Answers  
  

1. レストランは何階ですか。 

                 

What floor is the restaurant on? 

２．階段は私の部屋の左にあります。 

                 

The stairs are the left side of my room. 

３．今年の秋は台風が少なかった。 

                 

There have been few typhoons this autumn. 

４．ロンドンまで一時間位かかります。 

                 

It takes about 1 hour to get to London. 

５．橋をわたって下さい。 

                 

Please cross over the bridge. 

６．ジャズは私の専門ではない。 

                 

Jazz is not my speciality. 

７．その豚肉を全部食べてしまいました。 

                 

I ended up eating all that pork. 

８．姉は乗馬が好きです。 

                 

My older sister likes horse riding. 

９．南米に行ってみたいと思います。 

I’d like to go to South America. 

１０．お茶を飲みませんか。 

Won’t you have some tea? 
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Kanji Revision  171 - 180    
  

１．じつはオーストラリアじんです。 

                 

 

２．まいにちゆうしょくをたべなければなりません。 

                 

 

３．まいにちあさごはんをたべたほうがいいです。 

                 

 

４．ともだちがたくさんできました。 

                 

 

５．しゃしんをたくさんとりました。 

                 

 

６．エリザベスじょおうさまをみたことがありますか。 

                 

 

７．なつやすみのよていはなんですか。 

                 

 

８．そのじょうほうをききましたか。 

                 

 

９．今朝天気予報を見ましたか。 

 

１０．イギリスと比べると日本はあたたかい。 
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1．実はオーストラリア人です。 

                 

Actually, I am Australian. 

２．毎日夕食を食べなければなりません。 

                 

We must eat an evening meal every day. 

３．毎日朝ごはんを食べた方がいいです。 

                 

You should eat breakfast everyday. 

４．友達がたくさん出来ました。 

                 

I made many friends. 

５．写真をたくさんとりました。 

                 

I took a lot of photos. 

６．エリザベス女王様を見た事がありますか。 

                 

Have you ever seen Queen Elizabeth? 

７．夏休みの予定は何ですか。 

                 

What is your plan for the summer holiday? 

８．その情報を聞きましたか。 

                 

Did you hear the news? 

９．今朝天気予報を見ましたか。 

Did you see the weather forecast this morning? 

１０．イギリスと比べると日本はあたたかい。 

It’s warm in Japan compared to UK. 
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１．それはにんげんのちからではできない。 

                 

 

２．せいかつひがたかくなってきている。 

                 

 

３．がっこうをやすんだりゆうをおしえてください。 

                 

 

４．このへやはパーティにてきとうなひろさです。 

                 

 

５．げんしばくだんはこわいです。 

                 

 

６．つなみのげんいんはあめでした。 

                 

 

７．にほんでは、ようしょくはにんきがある。 

                 

 

８．あのみせはしなものがたくさんあるようです。 

                 

 

９．他人にやさしくしましょう。 

 

１０．「くもの糸」が読みたいです。 
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1. それは人間の力ではできない。 

                 

That can’t be done by human power. 

２．生活費が高くなってきている。 

                 

Living costs are getting higher. 

３．学校を休んだ理由を教えて下さい。 

                 

Please tell me the reason why you didn’t come to school. 

４．この部屋はパーティに適当な広さです。 

                 

This room is a suitable size for the party. 

５．原子ばくだんはこわいです。 

                 

I am afraid of the atom bomb. 

６．つなみの原因は雨でした。 

                 

The cause of the Tsunami was rain. 

７．日本では、洋食は人気がある。 

                 

In Japan, western food is popular 

８．あの店は品物がたくさんあるようです。 

                 

That shop seems to have many goods. 

９．他人にやさしくしましょう。 

Let’s be kind to other people. 

１０．「くもの糸」が読みたいです。 

I want to read ‘The Spider’s Thread’ 
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１．あなたはなにいろがすきですか。 

                 

 

２．りょうほうともすきです。 

                 

 

３．シャープペンはべんりなにほんのえんぴつです。 

                 

 

４．けいたいでんわはとてもべんりです。 

                 

 

５．とうきょうにはおおきなテレビきょくがある。 

                 

 

６．にほんのじょしちゅうがくせいはセーラーふくをきます。 

                 

 

７．とうきょうはかんとうちほうにあります。 

                 

 

８．これはわたしにかんけいがないです。 

                 

 

９．二の三倍は六です。 

 

１０．父は会社員です。 
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1. あなたは何色が好きですか。 

                 

What colour do you like? 

２．両方とも好きです。 

                 

I like them both. 

３．シャープペンは便利な日本のえんぴつです。 

                 

A ‘sharp-pencil’ is a convenient Japanese pencil. 

４．けいたい電話はとても便利です。 

                 

Mobile phones are very convenient. 

５．東京には大きなテレビ局がある。 

                 

There is a big TV station in Tokyo. 

６．日本の女子中学生はセーラー服をきます。 

                 

Japanese female junior high school students wear sailor suits 

７．東京は関東地方にあります。 

                 

Tokyo is in Kantou area. 

８．これは私に関係がないです。 

                 

This has nothing to do with me. 

９．二の三倍は六です。 

2 times 3 is 6. 

１０．父は会社員です。 

My father is a business man (company employee). 
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１．こうがいはおおきなもんだいになってきています。 

                 

 

２．りょこうはてんきしだいです。 

                 

 

３．ことしのぶんかさいでなにをしますか。 

                 

 

４．こどもはえほんがすきです。 

                 

 

５．ちょっとようじがあります。 

                 

 

６．せんせいはこどもたちをちゅういしました。 

                 

 

7．あした の てんき は はれ ときどき あめ でしょう。 
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1. 公害は大きな問題になってきています。 

                 

Public pollution is becoming a big problem. 

２．旅行は天気次第です。 

                 

The trip is dependant upon the weather. 

３．今年の文化祭で何をしますか。 

                 

What will you do at the school festival this year? 

４．子どもは絵本が好きです。 

                 

Children like picture books. 

５．ちょっと用事があります。 

                 

I’ve got some things to do. 

６．先生は子ども達を注意しました。 

                 

The teacher warned the children. 

７．明日の天気は晴れ時々雨でしょう。 

                 

Tomorrow’s weather will be fine, with occasional rain. 
 

 

 

 

 

 

 


