
801 nouns for GCSE Japanese4all.com

body

うで arm

 あし foot, leg

あたま head

くち mouth

くび neck

おなか stomach

かお face

かみのけ hair

からだ body

こえ voice

せ height

て hand

のど throat

は tooth

はな nose

ひざ knee

みみ ear

め eye

buildings,shops, etc

いえ house

いりぐち entrance

うけつけ reception

えいがかん cinema

えき station

おしろ castle

-かいだて（のうち） storied house

- や shop

 アパート flat

キオスク kiosk

きっさてん coffee shop

きょうかい church

ぎんこう bank

くうこう airport

こうじょう factory

こうばん police box

おてら temple

かいかん meeting hall

かいしゃ company

かいじょう meeting place

かいだん staircase

かべ wall

ガレージ garage

じむしょ office

オフィス office

しょくどう canteen

じんじゃ shrine

スーパー supermarket

たいいくかん gym

たいしかん embassy

だんち block of flats
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ちかがい underground shopping

デパート department store

とこのま alcove

としょかん library

ばいてん small shop

はくぶつかん museum

びじゅつかん art gallery

びょういん hospital

ビル building

プール swimming pool

ポスト postbox

ホテル hotel

ほんや bookshop

みせ shop

みんしゅく minshuku (B&B)

やおや greengrocer

celebrations,festivals

おしょうがつ New Year

きゅうじつ holiday

クリスマス Christmas

けっこんしき wedding

おぼん Bon festival

おまつり festival

ゴールデンウイーク Golden week

しんこんりょこう honeymoon

しんねん new year

そうしき funeral

たんじょうび birthday

にゅうがく starting school

けっこん marriage

clothes

きもの kimono

くつ shoe(s)

くつした socks

ズボン trousers

スリッパ slippers

セーター sweater

ネクタイ tie

ハンカチ handkerchief

ブラウス blouse

ぼうし hat,cap

colours

いろ colour

あおい blue

あかい red

ちゃいろ brown

ピンク（の） pink

みどり（の） green

counting systems

- かげつ month

- さい years old

- さつ books
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- じ o'clock

- じかんめ -th hour

- しゅうかん weeks

- ど degree

- ひ／び／にち days

- にん people

- ねんせい school year

- ふん／ぶん minute

- め -th

センチ centimetre

まい every (week)

はい・ぱい・ばい glasses (drinking)

countries,cities, etc

イギリス the U.K.

えいこく England

オーストラリア Australia

アジア Asia

アフリカ Africa

アメリカ America

きゅうしゅう Kyushu

きょうと Kyoto

くに country

オランダ Holland

がいこく foreign country

しこく Shikoku

しゅと capital city

スペイン Spain

ちゅうごく China

ドイツ Germany

とうきょう Tokyo

ニュージーランド New Zealand

フランス France

ほっかいどう Hokkaido

ほんしゅう Honshu

cutlery, crockery, etc

おさら plate, dish

グラス glass

(お)はし chopsticks

コップ cup

スプーン spoon

ちゃわん rice bowl, tea cup

ナイフ knife

なべ pan, pot

フォーク fork

フライパン frying pan

ちゃわん tea cup

はし chopstick

drinks

ウイスキー whisky

おさけ sake

おちゃ tea

おゆ hot water
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コーヒー coffee

コーラ cola

こおり ice

ジュース juice

のみもの drink

ビール beer

みず water

entertaiment,hobbies

うた song

えいが film

ギター guitar

キャンプ（に行く） (to go) camping

きょうみ interest

かいわ converstaion

かんこう  tour

コンサート concert

さんぽ walk

じゃんけん jyanken

しゅみ hobby

しょうせつ novel

しんぶん newspaper

ステレオ stereo

タバコ cigarettes

ダンス（をする） to dance

つきみ moon viewing

テレビ television

テント tent

 どうぶつえん zoo

どくしょ reading

にゅうじょう admission

パーティー party

はなび fireworks

はなみ flower viewing

ばんぐみ tv programme

ピクニック picnic

ビデオ video 

ビデオゲーム video game

まんが comic, cartoon

environment

いなか country(side)

うみ sea

かわ river

 - こ lake

さん mountain

- し city

- はんきゅう hemisphere

あめ rain

きり fog

くうき air

くも cloud

けしき scenery

こうえん park
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こうがい pollution

おんせん hot spring

かいがん coast

かさ umbrella

かざん volcano

かじ fire

かぜ wind

じしん earthquake

しま island

そら sky

たいふう typhoon

たに valley

たんぼ rice field

つき moon

つち earth

つゆ rainy season

てんき weather

てんきよほう weather forecast

のうぎょう farming

のうじょう farm

はし bridge

ばしょ place

はたけ vegetable plot

みずうみ lake

みち road

みなと harbour

 むら village

もり forest

やま mountain

family,people

いとこ cousin

いもうと（さん） younger sister

おかあさん mother

おくさん your wife 

おじ my uncle

おじいさん grandfather

おじさん uncle

あかちゃん baby

あなた you

あに my older brother

あね my older sister

きみ you

おとうさん father

おとうと（さん） younger brother

おにいさん elder brother

おねえさん elder sister

おばあさん grandmother

おば（さん） aunt

かぞく family

かてい family

かない (my) wife
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きょうだい brothers (sisters)

ごきょうだい brothers or sisters (your)

ごしゅじん your husband 

しゅじん my husband

こども child(ren)

りょうしん my parents

ごりょうしん parents (your)

じぶん oneself

ちち my father 

ちょうじょ oldest daughter

はは mother

ふぼ father and mother

ぼく I(male)

まご grandchild

むすこ（さん） son

むすめ（さん） daughter

おじさん middle aged man

おじいさん old man

おばあさん old lady

おば（さん） middle-aged lady

feelings,emotions,senses

きぶん feeling

きもち feeling

こころ heart

ざんねん regret

じさつ suicide

しっぱい failure, blunder

しんぱい worry

ストレス stress

なみだ tears

におい smell

びっくり surprise

へいき calm

あじ taste

あんしん relief

food

いちご strawberry

うどん noodles

えさ food for animals

おかし cake

おこめ rice

おそば noodles

アイスクリーム icecream

ぎゅうにく beef

くだもの fruit

ケーキ cake

オレンジ orange

おやつ snack

かき persimmon

カレーライス curry and rice

こしょう pepper

さかな fish
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さしみ sashimi

 さとう sugar

サラダ salad

サンドイッチ sandwich

しお salt

じゃがいも potato

しょうゆ soy sauce

すいか watermelon

スープ soup

すきやき sukiyaki

すし sushi

ステーキ steak

たべもの food

たまご egg

たまねぎ onion

つけもの pickles

デザート dessert

てんぷら tempura

トースト toast

トマト tomato

とりにく chicken

トンカツ pork cutlet

なし pear

にく meat

にんじん carrots

バナナ banana

パン bread

ハンバーガー hamburger

ぶどう grape

フレンチフライ chips

みかん tangerine

みそしる miso soup

もも peach

ごはん cooked rice

health

くすり medicine

けんこう health

かぜ cold

じこ accident

ねつ fever

びょうき illness

house,furniture

いす chair

いま living room

おてあらい toilet

げんかん entrance porch

(お)ふろ bath

かぎ key

ガス gas

こたつ foot warmer

ごみ rubbish
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ざぶとん cushion

しょうじ sliding screen

しんしつ bedroom

せいかつ lifestyle

だいどころ kitchen

テーブル table

でんき electricity

と sliding door

ドア door

どくしん unmarried

とだな cupboard

にわ garden

ピアノ piano

ふすま sliding door

ふとん futon

ふろば bathroom

ベッド bed

へや room

まど window

living creatures,plants

いぬ dog

うさぎ rabbit

うし cow

うま horse

き tree

きんぎょ goldfish

さくら cherry tree

しばふ lawn

どうぶつ animal

とり birds

ねこ cat

ねずみ mouse

はな flower

はやし a wood

ひつじ sheep

モルモット guinea pig

locations, etc

うえ up

うしろ behind

かい floor, storey

がわ side

あいだ between

あそこ over there

あれ that thing over there

きた north

きんじょ neighbourhood

こうがい suburb

こうさてん crossing

かど corner

した under, below

そこ there

そと outside
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そば next to

ちかく vicinity

ちゅうしん centre

つぎ next

でぐち exit

にし west

ひがし east

ほう direction

みぎ right

みなみ south

うえ above,on

まえ before

machines, equipment

けいたいでんわ mobile phone

コンピューター computer

 はんばいき vending machine

シャワー shower

ストーブ heater

でんわ telephone

とけい watch, clock

めがね spectacles

meals, etc

あさごはん breakfast

（お）べんとう packed lunch

ごちそう feast

ごはん meal

しょくじ meal

ちゅうしょく lunch

ちょうしょく breakfast

ばんごはん supper

ひるごはん lunch

miscellaneous

いいえ no

いし stone

いみ meaning

エアコン air conditioning

ええ yes

かた way to (do)

じょ place

あいさつ greeting

あんぜん safe

けいかく plan, project

こうてい school yard

おと sound

おなじ the same

はなしちゅう engaged (phone line)

おみやげ souvenir

かいもの shopping

カセット cassette tape

かち a win

こくさい international

こづつみ parcel
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こと thing, matter

ことば language

これ this

しゃかい society

しゃしん photograph

じゃま nuisance

じゆう free

しゅうかん custom

しゅっぱつ departure

しょうたい invitation

せきにん responsibility

せわ care

せんそう war

それ it, that

ため purpose, reason

ちず map

ちゅうい warning

つもり intention

テープ tape

でんち battery

ところ place

にっき diary

にもつ luggage

にんぎょう doll

はい yes

はこ box

パスポート passport

ひきわけ a draw

ビザ visa

ぶぶん part

ふべん inconvenient

ぶんか culture

へいわ peace

へんじ reply

ほか other

ほんとう true,real

まるい round

まんいん full, packed (people)

むり unreasonable

メニュー menu

もんだい problem

やくそく promise, appointment

おと noise

かんけい relation

じゅうぶん sufficient

それ that

ため reason

ちゅうい caution

money

おかね money

おつり change
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えん yen

- ペンス pence

- ポンド pounds

さいふ purse

ただ free

ちょきん savings

ねだん price

びんぼう（な） poor

ボーナス bonus

numbers

いちばん most

おく 100 million

じゅう（１０） ten

せん thousand

- たち plural suffix

- パーセント per cent

ひゃく hundred

- まん 10,000

メートル metre

いち（１） one

に（２） two

さん（３） three

よん（４） four

ご（５） five

ろく（６） six

なな、しち（７） seven

はち（８） eight

きゅう、く（９） nine

キロ（グラム） kilo (gram)

キロ（メートル） kilo (metre)

さいこう highest

さいてい lowest

じんこう population

ぜんぶ all

ばんごう number

はんぶん half

いちばん number one

occupations

ウエートレス waitress

うんてんしゅ driver

けいさつ police

おまわりさん policeman

かいちょう chair person

ガイド guide

かんごふ（さん） nurse

さっか writer

サラリーマン salaried person

しゃちょう company president

しゅしょう Prime Minister

しゅふ housewife

せんしゅ athlete, player

たいし ambassador
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てんいん shop assistant

people,etc

おきゃくさん visitor

- くん after male names

- さま after formal names

- さん after names

- じん nationality

- ちゃん after names

おとこ man 

おとしより old person

おとな adult

おんな woman

おんなのこ girl

がいこくじん foreigner

かた person

かねもち rich person

こちら this person

しょうかい introduction

しょうねん young boy

せいじん adult

だれ who

だんし boy

チーム team

なまえ name

にんげん people

ひと person

ペンフレンド penfriend

みな（さん） everyone, all

みょうじ surname

メンバー member

おきゃくさん customer

おとこのこ boy

religion

キリストきょう Christianity

かみ god

じごく hell

しんとう Shinto

ぶっきょう Buddhism

school life, etc

うんどうかい sports meeting

うんどう sports

え picture

えんぴつ pencil

きそく rule

ぎむきょういく compulsory education

きょうかしょ textbook

きょうしつ classroom

クラブ club

グランド playground

けしゴム rubber

けっか result, outcome

がっき school term

12



801 nouns for GCSE Japanese4all.com

がっこう school

かばん bag

かみ paper

じかんわり timetable (school)

しけん exam

じしょ dictionary

しつもん question

しゅうがくりょこう school trip

しゅうごう gathering

 じゅうしょ address

じゅぎょう lesson

じゅく crammer

しゅくだい homework

しょうがっこう primary school

しりつ private school

せいせき grade

せいふく uniform

せつめい explanation

そつぎょう graduation

たいかい PE assembly

だいがく university

タイプライター typewriter

ちゅうがっこう middle school

つくえ desk

テスト test

てん marks

とくい pride / triumph

ノート notebook

ふくしゅう revision

ふでばこ pencilcase

ぶん sentence

ページ page

ペン pen

べんきょう study

ホームルーム classroom for meeting

ほん book

ものがたり story

けんがく a study visit

こうこう senior high school 

せいせき marks

school subjects, etc

えいご English

- ご language

クラッシック classical  music

けいざい economics

げき play

おんがく music

がいこくご foreign language

かがく chemistry

かもく school subject

かんじ Chinese character
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こくご Japanese

さくぶん essay

すうがく maths

せいじ politics

せいぶつ biology

たいいく P.E.

たいそう physical exercise

びじゅつ art

ぶつり physics

ぶんがく literature

seasons,etc

あき autumn

きせつ season

なつ summer

ふゆ winter

はる spring

society

- く ward

- けん prefecture

- ちょうめ block

こくりつ national

したまち downtown

せいふ government

ちほう region

とし city

まち town

sports,games

クリケット cricket

ゲーム（をする） (to play) a game

カード card game

からて karate

ゴルフ golf

サッカー soccer

しあい match, game

じゅうどう judo

ジョッギング jogging

じょうば horse riding

すいえい swimming

スキー skiing

すもう sumo wrestling

つり fishing

テニス tennis

トランプ cards

ネットボール netball

ハイキング hiking

バスケットボール basketball

ボール ball

ホッケー hockey

やきゅう baseball

stationery

えはがき picture postcard

きって stamp
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てがみ letter

はがき postcard

はさみ scissors

ふうとう envelope

students,pupils,teachers

こうこうせい senior high school

こうちょうせんせい head teacher

がくせい student

しょうがくせい primary school pupil

せいと pupil

せんせい teacher

だいがくせい university student

ちゅうがくせい middle school pupil

time,events

いっぱく staying overnight

いま now

つき month

- じかん hour

- ようび day of the week

あさ morning

あさって the day after tomorrow

あした tomorrow

あと after

きかい opportunity

きんようび Friday

けさ this morning

げつようび Monday

おととい day before yesterday

おわり end

かいぎ meeting

かようび Tuesday

ごご afternoon

ごぜん morning

ことし this year

こんげつ this month

こんしゅう this week

こんばん tonight

こんど this time, next time

さいきん recently

じだい era, time

すいようび Wednesday

せんげつ last month

せんしゅう last week

ちゅうもん order

つごう convenience

ていねんたいしょく retirement

でんとう tradition

どうじ same time

とうちゃく arrival

とき time

とし year
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とちゅう on the way

ちゅう inside

にちようび Sunday

ニュース news

はん half

ばん evening

はんとし half year

ひ day

ひる noon

ひるま day time

へいせい Heisei

むかし in ancient times

もくようび Thursday

ほんじつ today

transportation

エスカレーター escalator

エレベーター elevator

おうふく return ticket

オートバイ motor bike

せん line, track

- ばんせん track, platform

- いき bound for (Tokyo)

きっぷ ticket

きゅうきゅうしゃ ambulance

くるま car

こうつう traffic

ガソリン petrol

ガソリンスタンド petrol station

かたみち one way (ticket)

じこくひょう timetable (train, bus)

じてんしゃ bicycle

じどうしゃ car

しんごう traffic lights

タクシー taxi

ちかてつ underground train

てつどう railway

でんしゃ tram

のりもの transport

バス bus

バスてい bus stop

パトカー police car

ひこうき aeroplane

ふね ship

ホーム platform

- せん track

トラック truck, lorry

work

アルバイト part time job

きゅうりょう salary

けいけん experience

こうぎょう industry, manufacture

こうこく advertisement

16



801 nouns for GCSE Japanese4all.com

かじ housework

さんぎょう industry

しごと work

じゅんび preparation

しょうぎょう commerce

スト industrial action

せんたく laundry

そうじ cleaning

たいしょく retirement

プロ professional

めいし business card
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