
864 important Hiragana words

Adjectives to tell quality/states

goodいい busyいそがしい

painいたい terribleいや（な）

variousいろいろ（な） beautifulうつくしい

noisyうるさい happyうれしい

deliciousおいしい funnyおかしい

late, slowおそい warmあたたかい

hotあつい dangerousあぶない

sweetあまい simpleかんたん（な）

yellowきいろい dirty, untidyきたない

stricktきびしい dislikeきらい（な）

beautifulきれい（な） good, fineけっこう（な）

healthyげんき（な） quietおとなしい

heavyおもい interestingおもしろい

sadかなしい hot in tasteからい

light (weight)かるい cuteかわいい

strictこわい lonelyさびしい

cold (weather)さむい quiteしずか（な）

greatすごい coolすずしい

sourすっぱい fabulousすてき（な）

wonderfulすばらしい narrowせまい
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864 important Hiragana words

alright, safeだいじょうぶ correctただしい

uselessだめ（な） boringつまらない

cold (water)つめたい politeていねい（な）

suitableてきとう（な） farとおい

specialとくべつ（な） bitter (taste)にがい

sleepyねむい embarrasedはずかしい

fast, earlyはやい fast, earlyはやい

handsomeハンサム（な） lowひくい

fee time, leisureひま（な） unskilfulへた（な）

strangeへん （な） convinientべんり（な）

wantほしい serious, diligentまじめ（な）

distastefulまずい poorまずしい

shortみじかい hot and humidむしあつい

difficultむずかしい rareめずらしい

slowおそい strangeおかしい

gladうれしい dislike(d)いや（な）

easyかんたん（な） untidyきたない

tough, harshきびしい harshきびしい

cleanきれい（な） well-behavedおとなしい

pepperyからい prettyかわいい

afraidこわい crampedせまい
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safeだいじょうぶ carefulていねい（な）

fast, earlyはやい diligentまじめ（な）

Body/feeling

armうで footあし

headあたま neckくび

stomachおなか faceかお

toothは noseはな

kneeひざ surpirseびっくり

legあし

Colours

brownちゃいろ pinkピンク（の）

greenみどり（の）

Counter

books counter- さつ degree- ど

cupはい・ぱい・ばい glassfulはい・ぱい・ばい

Entertainemt/hobby/sports

picture postcardえはがき guitarギター

(to go) campingキャンプ（に行く） interestきょうみ

cricketクリケット (to play) a gameゲーム（をする）

playげき weddingけっこんしき

cardカード cassette tapeカセット
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a winかち tourかんこう

golfゴルフ concertコンサート

soccerサッカー walkさんぽ

match, gameしあい jyankenじゃんけん

school tripしゅうがくりょこう judoじゅうどう

hobbyしゅみ novelしょうせつ

invitationしょうたい joggingジョッギング

horse ridingじょうば honeymoonしんこんりょこう

swimmingすいえい skiスキー

stereoステレオ sumo wrestlingすもう

cigarrettesタバコ to danceダンス（をする）

teamチーム fishingつり

tennisテニス tentテント

cardsトランプ netballネットボール

hikingハイキング basketballバスケットボール

tv programmeばんぐみ a drawひきわけ

picnicピクニック videoビデオ

video gameビデオゲーム swimming poolプール

comic, cartoonまんが baseballやきゅう

comic, cartoonまんが
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etc

noいいえ togetherいっしょ（に）

fullいっぱい diligentlyいっしょうけんめいに

meaningいみ songうた

air conditioningエアコン yesええ

plate, dishおさら castleおしろ

changeおつり line, trackせん

pence- ペンス pounds- ポンド

greetingあいさつ not soあまり

part time jobアルバイト undoubtedlyきっと

yesterdayきのう salaryきゅうりょう

last yearきょねん kilo (gram)キロ（グラム）

medicineくすり aboutぐらい

plan, projectけいかく experienceけいけん

injuryけが（をする） sceneryけしき

rubberけしゴム result, outcomeけっか

healthけんこう pollutionこうがい

industry,こうぎょう advertisementこうこく

souvenirおみやげ guideガイド

keyかぎ umbrellaかさ

gasガス petrolガソリン
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petrol stationガソリンスタンド coldかぜ

without failかならず fairly,  somewhatかなり

connectionかんけい voiceこえ

internationalこくさい nationalこくりつ

foot warmerこたつ parcelこづつみ

thing, matterこと languageことば

recently, theseこのごろ rubbishごみ

thisこれ aboutごろ

computerコンピューター highestさいこう

lowestさいてい purseさいふ

cushionざぶとん industryさんぎょう

regretざんねん accidentじこ

workしごと suicideじさつ

earthquakeじしん failure, blunderしっぱい

vending machineはんばいき for some timeしばらく

nuisanceじゃま showerシャワー

freeじゆう customしゅうかん

enoughじゅうぶん departureしゅっぱつ

preparationじゅんび introductionしょうかい

commerceしょうぎょう sliding screenしょうじ

worryしんぱい immediatelyすぐ
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much moreずっと industrial actionスト

heaterストーブ stressストレス

trousersズボン slippersスリッパ

soon after thatすると heightせ

lifestyleせいかつ governmentせいふ

sweaterセーター explanationせつめい

definitelyぜひ responsibilityせきにん

to careせわを する not ... at allぜんぜん

warせんそう launderyせんたく

centimeterセンチ cleaningそうじ

funeralそうしき andそして

it, thatそれ retirementたいしょく

generallyだいたい mostlyたいてい

considerablyだいぶ veryたいへん

thereforeだから manyたくさん

onlyだけ freeただ

for exampleたとえば purpose, reasonため

graduallyだんだん warningちゅうい

orderちゅうもん savingsちょきん

exactlyちょうど a littleちょっと

convenienceつごう intentionつもり
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tapeテープ tableテーブル

televisionテレビ shop assistantてんいん

batteryでんち sliding doorと

doorドア pleaseどうぞ

pleaseどうも howどうやって

toastトースト sometimesときどき

pride / triumphとくい unmarriedどくしん

watchとけい whereどこ

cupboardとだな veryとても

whoどなた next toとなり

what kind ofどんな whyなぜ

tearsなみだ smellにおい

diaryにっき luggageにもつ

newsニュース dollにんぎょう

tieネクタイ feverねつ

priceねだん farmingのうぎょう

farmのうじょう notebookノート

throatのど partyパーティー

yesはい postcardはがき

boxはこ scissorsはさみ

bridgeはし passportパスポート
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vegetable plotはたけ clearlyはっきり

police carパトカー handkerchiefハンカチ

visaビザ poorびんぼう（な）

revisionふくしゅう generally,ふつう

inconvenientふべん blouseブラウス

professionalプロ pageページ

penペン replyへんじ

penfriendペンフレンド hat,capぼうし

bonusボーナス otherほか

I(male)ぼく firstlyまず

againまた straight aheadまっすぐ

roundまるい unreasonableむり

business cardめいし spectaclesめがね

menuメニュー memberメンバー

hello (phone)もしもし of courseもちろん

moreもっと problemもんだい

promise,やくそく tasteあじ

track- せん marriageけっこん

relationかんけい these daysこのごろ

wasteごみ aroundごろ

sufficientじゅうぶん all the timeずっと
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thatそれ more or lessだいたい

usuallyたいてい a lotだいぶ

muchたくさん reasonため

cautionちゅうい justちょうど

singleどくしん clockとけい

chopstickはし generally,ふつう

hat,capぼうし promise,やくそく

tasteあじ レンタ・カー

Food/drinks/cutlery

strawberryいちご whiskyウイスキー

noodlesうどん animal foodえさ

cakeおかし riceおこめ

rice wineおさけ noodlesおそば

teaおちゃ icecreamアイスクリーム

fruitくだもの cakeケーキ

chopsticks(お)はし packed lunch（お）べんとう

orangeオレンジ snackおやつ

hot waterおゆ persimonかき

curry and riceカレーライス coffeeコーヒー

colaコーラ iceこおり

pepperこしょう feastごちそう
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cupコップ mealごはん

sashimiさしみ sugarさとう

saladサラダ sandwichサンドイッチ

saltしお potatoじゃがいも

juiceジュース soy sauceしょうゆ

watermelonすいか soupスープ

sukiyakiすきやき sushiすし

steakステーキ spoonスプーン

eggたまご onionたまねぎ

rice bowl, teaちゃわん picklesつけもの

desertデザート tempuraてんぷら

tomatoトマト pork cutletトンカツ

knifeナイフ pearなし

pan, potなべ carrotsにんじん

bananaバナナ breadパン

hamburgerハンバーガー beerビール

forkフォーク grapeぶどう

frying panフライパン chipsフレンチフライ

tangerineみかん miso soupみそしる

peachもも cooked riceごはん

tea cupちゃわん pan, potなべ
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greetings

congratulationsおめでとう

Living creatures/plants

rabbitうさぎ cherry treeさくら

lawnしばふ catねこ

mouseねずみ a woodはやし

sheepひつじ guinea pigモルモット

Numbers

100 millionおく each- ずつ

plural suffix- たち ％- パーセント

meterメートル kilo (metre)キロ（メートル）

People/family

cousinいとこ younger sisterいもうと（さん）

waitressウエートレス driverうんてんしゅ

visitorおきゃくさん your wifeおくさん

my uncleおじ granfatherおじいさん

uncleおじさん after male names- くん

after formal- さま after names- さん

after names- ちゃん youあなた

my older brotherあに my older sisterあね

youきみ younger brotherおとうと（さん）
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old personおとしより elder brotherおにいさん

elder sisterおねえさん auntおば

grandmotherおばあさん auntおば（さん）

policemanおまわりさん (my) wifeかない

nurseかんごふ（さん） brothers (sisters)きょうだい

brothers orごきょうだい your husbandごしゅじん

my husbandしゅじん this personこちら

my parentsりょうしん parents (your)ごりょうしん

writerさっか Prime Ministerしゅしょう

housewifeしゅふ pupilせいと

ambassadorたいし whoだれ

grandchildまご everyone, allみな（さん）

sonむすこ（さん） daughterむすめ（さん）

middle aged manおじさん old manおじいさん

customerおきゃくさん old ladyおばあさん

middle-aged ladyおば（さん）

Place/position

the U.K.イギリス country(side)いなか

living roomいま receptionうけつけ

Australiaオーストラリア toiletおてあらい

sideがわ lake - こ
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Asiaアジア over thereあそこ

flatアパート Africaアフリカ

Americaアメリカ that thing overあれ

kioskキオスク coffee shopきっさてん

airportくうこう policeけいさつ

entrance porchげんかん suburbこうがい

crossingこうさてん factoryこうじょう

police boxこうばん bath(お)ふろ

Hollandオランダ hot springおんせん

coastかいがん cornerかど

wallかべ garageガレージ

hereここ salaried personサラリーマン

hellじごく islandしま

officeじむしょ officeオフィス

capital cityしゅと dining roomしょくどう

bedroomしんしつ supermarketスーパー

Spainスペイン athlete, playerせんしゅ

thereそこ next toそば

gymたいいくかん embassyたいしかん

valleyたに block of flatsだんち

rice fieldたんぼ undergroundちかがい
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nextつぎ department storeデパート

Germanyドイツ alcoveとこのま

New Zealandニュージーランド museumはくぶつかん

art galleryびじゅつかん buildingビル

Franceフランス bathroomふろば

platformホーム classroom forホームルーム

postboxポスト hotelホテル

windowまど full, packedまんいん

lakeみずうみ harbourみなと

B&Bみんしゅく over thereむこう

forestもり

question-words

howいかが how much (price)いくら

School (subjects)

sports meetingうんどうかい sportsうんどう

pictureえ pencilえんぴつ

marks- てん ruleきそく

compulsoryぎむきょういく textbookきょうかしょ

classical  musicクラッシック clubクラブ

playgroundグランド economicsけいざい

bagかばん school subjectかもく
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essayさくぶん timetableじかんわり

examしけん dictionaryじしょ

questionしつもん gatheringしゅうごう

lessonじゅぎょう crammerじゅく

homeworkしゅくだい private schoolしりつ

mathsすうがく politicsせいじ

result,  marksせいせき uniformせいふく

graduationそつぎょう P.E.たいいく

exerciseたいそう typewriterタイプライター

deskつくえ testテスト

marksてん artびじゅつ

Buddhismぶっきょう pencilcaseふでばこ

ballボール hockeyホッケー

compositionさくぶん marksせいせき

Things

chairいす ticketきっぷ

kimonoきもの ambulanceきゅうきゅうしゃ

shoe(s)くつ socksくつした

glassグラス hairかみのけ

pianoピアノ envelopふうとう

sliding doorふすま futonふとん
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bedベッド

Time/event

whenいつ some dayいつか

alwaysいつも staying overnightいっぱく

New Yearおしょうがつ the day afterあさって

tomorrowあした opportunityきかい

seasonきせつ Christmasクリスマス

day beforeおととい Bon festivalおぼん

festivalおまつり endおわり

meetingかいぎ Golden weekゴールデンウイーク

this time, nextこんど recentlyさいきん

era, timeじだい birthdayたんじょうび

retirementていねんたいしょく traditionでんとう

arrivalとうちゃく on the wayとちゅう

in ancient timesむかし next timeこんど

time, eraじだい

Transportation

escalatorエスカレーター elevatorエレベーター

return ticketおうふく motor bikeオートバイ

trafficこうつう one way (ticket)かたみち

timetable (train,じこくひょう bicycleじてんしゃ
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traffic lightsしんごう taxiタクシー

truck, lorryトラック transportのりもの

busバス bus stopバスてい

aeroplaneひこうき shipふね

tranportこうつう truck, lorryトラック

Verbs to tell actions/states

to hurryいそぐ to receiveいただく

to stay overnightいっぱくする to come,go,beいらっしゃる

to beいる to needいる

to plantうえる to sit exams,うける

to singうたう to hit, bangうつ

to driveうんてん（する） to chooseえらぶ

to putおく to get upおきる

to sendおくる to be lateおくれる

to get angryおこる to fall, failおちる

too as in 'tooすぎる to openあく

to giveあげる to tasteあじがする

to playあそぶ to collectあつめる

to washあらう to beある

to walkあるく to try hardがんばる

to decideきめる to wearきる
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to give (me/us)くださる to become cludyくもる

to compareくらべる to give (me/us)くれる

to turn offけす to marryけっこんする

to remember,おぼえる to have a bathおふろにはいる

to get upおきる to get offおりる

to swimおよぐ to finishiおわる

to keep animalsかう to returnかえす

to take timeかかる to drawかく

to surroundかこむ to lendかす

to countかぞえる to catch coldかぜをひく

to tidy, clean upかたづける to wear (on head)かぶる

to borrowかりる to become dryかわく

to changeかわる to thinkがんがえる

to tourかんこうする to feelかんじる

to answerこたえる to treatごちそうする

to be in troubleこまる to be crowdedこむ

to fall overころぶ to breakこわす

to be brokenこわれる to look forさがす

to go downさがる to bloomさく

to pointさす to work overtimeざんぎょうする

to commitじさつする to look up aじしょを ひく
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to ask a questionしつもんする to cut lawnしばふを かる

to dieしぬ to be closedしまる

to closeしめる to take showerシャワーを あびる

to do jyankenじゃんけん を する to gatherしゅうごうを する

to prepareじゅんびする to introduceしょうかいする

to check,しらべる to believeしんじる

to smokeすう to become emptyすく

to throw awayすてる to doする

to sit downすわる to cook (rice)たく

to helpたすける to standたつ

to buildたてる to askたのむ

to save upためる to be differentちがう

to useつかう to be tiredつかれる

to arrive, reachつく to makeつくる

to turn onつける to convey aつたえる

to continueつづける to wrapつつむ

to be employedつとめる to fishつりをする

to take someboyつれていく to bringつれてくる

to be madeできている canできる

to pitch a tentテントをはる to arriveとうちゃくする

to pass throughとおる to pass examとおる

20



864 important Hiragana words

to closeとじる to deliverとどける

to stopとまる to stayとまる

to stopとめる to play cardsトランプをする

to catch, takeとる to fix,  cure,なおす

to be curedなおる to cryなく

to pass away,なくなる to throwなげる

to cry tearsなみだをながす to learnならう

to be lined upならぶ to keep a diaryにっきをつける

to take offぬぐ to go to bedねる

to climbのぼる to change trainsのりかえる

to get onのる to wearはく

to start, beginはじまる to start, beginはじめる

to runはしる to become clearはれる

to payはらう to opposeはんたい（する）

to pull, playひく to be surprisedびっくりする

to increase inふえる to wipeふく

to blowふく to do revisionふくしゅうする

to put on weightふとる to replyへんじをする

to turnまがる to loseまける

to make aまちがえる to be on timeまにあう

to keep, preserveまもる to polishみがく
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to wear glassesめがねを かける to recieveもらう

to grillやく to fail in theおちる

to openあける to muck aboutあそぶ

to fixきめる to injureけが（をする）

to memoriseおぼえる to give backかえす

to clean upかたづける to considerがんがえる

to examineしらべる to look afterせわをする

to  erectたてる to requestたのむ

to be wrongちがう to reachつく

to be able toできる to catch, takeとる

to fix,  cure,なおす to fix,  cure,なおす

to disappearなくなる to pull, playひく

to keep, preserveまもる

Weather

fogきり cloudくも

rainy seasonつゆ

22


