
国 くに
コク

1) 国・くに
2) 外国・がいこく
3) 外国人・がいこくじん
4) 韓国・かんこく
5) 国家・こっか

長 なが. い, おさ
チョウ

1) 長・ちょう, おさ
2) 委員長・いいんちょう
3) 会長・かいちょう
4) 議長・ぎちょう
5) 社長・しゃちょう

時 とき, -どき
ジ

1) 時・とき
2) 時間・じかん
3) 時期・じき
4) 時代・じだい
5) 当時・とうじ

行 い. く, ゆ. く, -ゆ. き, -ゆき, -い. き, -いき
コウ, ギョウ, アン

1) 行う・おこなう
2) 行・ぎょう
3) 銀行・ぎんこう
4) 行政・ぎょうせい
5) 行動・こうどう

分 わ. ける, わ. け, わ. かれる, わ. かる, わ.
かつ
ブン, フン, ブ

1) 分け・わけ
2) 分ける・わける
3) 自分・じぶん
4) 部分・ぶぶん
5) 分野・ぶんや

後 のち, うし. ろ, うしろ, あと, おく. れる
ゴ, コウ

1) 後・あと
2) 午後・ごご
3) 後ろ・うしろ
4) 今後・こんご
5) 最後・さいご

前 まえ, -まえ
ゼン

1) 午前・ごぜん
2) 前年・ぜんねん
3) 前回・ぜんかい
4) 前提・ぜんてい
5) 前日・ぜんじつ, まえび

間 あいだ, ま, あい
カン, ケン

1) 間・あいだ
2) 間もなく・まもなく
3) 期間・きかん
4) 時間・じかん
5) 人間・にんげん

東 ひがし
トウ

1) 東・ひがし, ひむかし, ひんがし
2) 東京・とうきょう
3) 中東・ちゅうとう
4) 東海・とうかい
5) 東北・とうほく, ひがしきた

今 いま
コン, キン

1) 今・いま
2) 今や・いまや
3) 今回・こんかい
4) 今月・こんげつ
5) 今後・こんご
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二
一

long, leader

1) chief, head
2) committee chairman
3) president (of a society), chairman
4) chairman, speaker (e.g. of assembly)
5) company president, manager, director

一
一

country

1) country, (the) state; region
2) foreign country
3) foreigner
4) (South) Korea
5) state, country, nation

六
三

going, journey

1) to perform, to do, to conduct oneself
2) line (i.e. of text), row, verse
3) bank
4) administration
5) action, conduct, behaviour, behavior

二
一

time, hour

1) time, hour; occasion, moment
2) time; hours
3) time, season, period; soon, shortly
4) period, epoch, era, age; the times
5) at that time, in those days

五
二

behind, back, later

1) behind, rear; after, later; after one’s death
2) afternoon, p.m.
3) back, behind, rear
4) from now on, hereafter
5) last, end, conclusion

五
三

part, minute of time, segment, share, de-
gree, one’s lot, duty, understand, know,
rate, 1%, chances, shaku/100

1) sharing, division; draw, tie
2) to divide, to separate, to make distinctions
3) myself, yourself, oneself, himself, herself
4) portion, section, part
5) field, sphere, realm, division, branch

三
二

interval, space

1) space (between), gap, interval, distance
2) soon, before long, in a short time
3) period, term, interval
4) time; hours
5) human being, man, person

二
一

in front, before

1) morning, a.m.
2) the preceding year, the previous year
3) last time, last installment, last instalment
4) preamble, premise, reason, prerequisite
5) previous day, the day before

一
二

now

1) now, the present time, just now, soon
2) now
3) now, this time, lately
4) this month
5) from now on, hereafter

一
一

east

1) east
2) Tokyo (current capital of Japan)
3) Middle East
4) region south of Tokyo on Pacific Ocean side of
Japan, eastern sea
5) north?east
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高 たか. い, たか, -だか, たか. まる, たか. め
る
コウ

1) 高さ・たかさ
2) 高校・こうこう
3) 最高・さいこう
4) 円高・えんだか
5) 高・たか, だか

外 そと, ほか, はず. す, はず. れる, と-
ガイ, ゲ

1) 外・ほか
2) 海外・かいがい
3) 外交・がいこう
4) 外国・がいこく
5) 外国人・がいこくじん

来 く. る, きた. る, きた. す, き. たす, き. た
る, き
ライ, タイ

1) 来・らい
2) 以来・いらい
3) 従来・じゅうらい
4) 将来・しょうらい
5) 来年・らいねん

話 はな. す, はなし
ワ

1) 話・はなし
2) 電話・でんわ
3) 対話・たいわ
4) 話題・わだい
5) 話し合い・はなしあい

北 きた
ホク

1) 北・きた
2) 北海道・ほっかいどう
3) 北京・ぺきん
4) 北朝鮮・きたちょうせん
5) 東北・とうほく, ひがしきた

午 うま
ゴ

1) 午後・ごご
2) 午前・ごぜん
3) 正午・しょうご
4) 午・うま
5) 午・ひる

書 か. く, -が. き, -がき
ショ

1) 書記・しょき
2) 秘書・ひしょ
3) 報告書・ほうこくしょ
4) 文書・ぶんしょ, もんじょ
5) 教科書・きょうかしょ

半 なか. ば
ハン

1) 半・はん
2) 時半・じはん
3) 後半・こうはん
4) 半ば・なかば
5) 半分・はんぶん

西 にし
セイ, サイ, ス

1) 西・にし
2) 関西・かんさい, かんせい
3) 西側・にしがわ
4) 東西・とうざい
5) 西欧・せいおう

電 デン

1) 電話・でんわ
2) 電気・でんき
3) 電力・でんりょく
4) 電子・でんし
5) 電車・でんしゃ
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五
二

outside

1) other (esp. places and things), the rest
2) foreign, abroad, overseas
3) diplomacy
4) foreign country
5) foreigner

五
一

tall, high, expensive

1) height
2) senior high school
3) highest, supreme, the most
4) high?valued yen
5) quantity, amount, volume, number

二
一

tale, talk

1) talk, speech, chat, story, conversation
2) telephone
3) interactive, interaction, conversation
4) topic, subject
5) discussion, conference

六
二

come, due, next, cause, become

1) next (year, etc.); since (last month, etc.)
2) since, henceforth
3) up to now, so far, traditional
4) future (usually near), prospects
5) next year

一
一

noon, sign of the horse, 11AM?1PM, sev-
enth sign of Chinese zodiac

1) afternoon, p.m.
2) morning, a.m.
3) noon, mid?day
4) seventh sign of Chinese zodiac (The Horse
5) noon, midday; daytime; lunch

一
一

north

1) north
2) Hokkaido (northernmost of the four main
islands of Japan)
3) Beijing (China), Peking
4) North Korea
5) north?east

一
一

half, middle, odd number, semi?, part?

1) half
2) about an hour, short time
3) second half, latter half
4) middle, half, semi, halfway, partly
5) half

三
一

write

1) clerk, secretary
2) (private) secretary
3) (written) report
4) document, writing, letter, paperwork, note
5) textbook, text book

一
electricity

1) telephone
2) electricity; (electric) light
3) electric power
4) electron; (esp. as a prefix) electronic
5) (electric) train

一
三

west, Spain

1) west
2) Kansai (south?western half of Japan
3) west side, west bank
4) East and West; whole country
5) Western Europe
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語 かた. る, かた. らう
ゴ

1) 英語・えいご
2) 日本語・にほんご, にっぽんご
3) 物語・ものがたり
4) 語らう・かたらう
5) 語る・かたる

聞 き. く, き. こえる
ブン, モン

1) 聞かす・きかす
2) 新聞・しんぶん
3) 新聞社・しんぶんしゃ
4) 聞き手・ききて
5) 新聞紙・しんぶんし

食 く. う, く. らう, た. べる, は. む
ショク, ジキ

1) 食・しょく
2) 食事・しょくじ
3) 食品・しょくひん
4) 食料・しょくりょう
5) 食糧・しょくりょう

何 なに, なん, なに-, なん-
カ

1) 何・なに, なん
2) 何か・なにか, なんか
3) 何も・なにも
4) 何とか・なんとか
5) 何の・どの

南 みなみ
ナン, ナ

1) 南・みなみ
2) 南アフリカ・みなみアフリカ
3) 南北・なんぼく
4) 東南・とうなん, ひがしみなみ
5) 南部・なんぶ

万 よろず
マン, バン

1) 十万・じゅうまん
2) 百万・ひゃくまん
3) 万全・ばんぜん
4) 数万・すうまん
5) 万里・ばんり

毎 ごと, -ごと. に
マイ

1) 毎日・まいにち
2) 毎年・まいとし, まいねん
3) 毎週・まいしゅう
4) 毎月・まいげつ, まいつき
5) 毎回・まいかい

母 はは, も
ボ

1) 母・はは
2) お母さん・おかあさん
3) 母親・ははおや
4) 父母・ふぼ, ちちはは
5) 母体・ぼたい

読 よ. む, -よ. み
ドク, トク, トウ

1) 読み・よみ
2) 読者・どくしゃ
3) 読書・どくしょ, とくしょ
4) 読む・よむ
5) 積ん読・つんどく

友 とも
ユウ

1) 友・とも
2) 友人・ゆうじん
3) 友好・ゆうこう
4) 友達・ともだち
5) 住友・すみとも
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二
二

hear, ask, listen

1) to inform about, to read to, to sing for
2) newspaper
3) newspaper company
4) hearer, listener, audience; interviewer
5) newsprint, newspaper

二
一

word, speech, language

1) English (language)
2) Japanese (language)
3) tale, story, legend
4) to talk, to tell, to recite, to pledge
5) to talk, to tell, to recite

四
一

what

1) what; how many (some counter)
2) something
3) nothing (with neg. verbs), not any
4) something, something or other, so?and?so
5) which, what (way)

四
二

eat, food

1) meal, (one’s) diet, food, foodstuff(s)
2) meal; to eat
3) commodity, foodstuff
4) food
5) provisions, rations, food supply

一
二

ten thousand, 10,000

1) 100,000, hundred thousand
2) 1,000,000, one million; many
3) perfection, flawlessness
4) tens of thousands
5) thousands of miles

一
二

south

1) south
2) South Africa
3) south and north
4) south?east
5) southern part

二
一

mama, mother

1) mother
2) mother
3) mother
4) father and mother, parents
5) mother’s body

二
一

every

1) every day
2) every year, yearly, annually
3) every week
4) every month, each month, monthly
5) every time, each round

一
一

friend

1) friend, companion, pal
2) friend
3) friendship
4) friend, companion
5) Sumitomo (company)

二
三

read

1) reading
2) reader
3) reading
4) to read
5) buying books and not reading them
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会 あ. う, あ. わせる, あつ. まる
カイ, エ

1) 委員会・いいんかい
2) 会員・かいいん
3) 会議・かいぎ
4) 会見・かいけん
5) 会社・かいしゃ

同 おな. じ
ドウ

1) 同時・どうじ
2) 同社・どうしゃ
3) 同日・どうじつ
4) 共同・きょうどう
5) 同市・どうし

自 みずか. ら, おの. ずから, おの. ずと
ジ, シ

1) 自ら・みずから
2) 自衛隊・じえいたい
3) 自身・じしん
4) 自然・しぜん
5) 自宅・じたく

社 やしろ
シャ

1) 会社・かいしゃ
2) 社会・しゃかい
3) 社会党・しゃかいとう
4) 社長・しゃちょう
5) 同社・どうしゃ

父 ちち
フ

1) 父・ちち
2) お父さん・おとうさん
3) 父親・ちちおや
4) 父母・ふぼ, ちちはは
5) 祖父・そふ, じじ, じい, おおじ, おじ, そぶ

地 チ, ジ

1) 地・ち
2) 現地・げんち
3) 地域・ちいき
4) 地球・ちきゅう
5) 地区・ちく

方 かた, -かた, -がた
ホウ

1) 一方・いっぽう
2) 見方・みかた
3) 地方・ちほう, じかた
4) 方向・ほうこう
5) 方針・ほうしん

新 あたら. しい, あら. た, あら-, にい-
シン

1) 新た・あらた
2) 新党・しんとう
3) 新聞・しんぶん
4) 新人・しんじん
5) 新生・しんせい

場 ば
ジョウ, チョウ

1) 現場・げんば, げんじょう
2) 市場・いちば
3) 場所・ばしょ
4) 立場・たちば
5) 工場・こうじょう, こうば

明 あ. かり, あか. るい, あか. るむ, あか. ら
む
メイ, ミョウ, ミン

1) 明らか・あきらか
2) 声明・せいめい
3) 説明・せつめい
4) 不明・ふめい
5) 明確・めいかく
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一
一

same, agree, equal

1) simultaneous(ly), concurrent, same time
2) the same firm
3) the same day
4) doing together (as equals), sharing
5) same city

三
二

meeting, meet, party, association, inter-
view, join

1) committee, commission, board, panel
2) member, the membership
3) meeting, conference, session, assembly
4) interview, audience
5) company, corporation; workplace

一
一

company, firm, office, association, shrine

1) company, corporation; workplace
2) society, public
3) Socialist Party
4) company president, manager, director
5) the same firm

三
二

oneself

1) for one’s self, personally
2) self?defence force, self?defense force
3) by oneself, personally
4) nature, spontaneity; naturally, spontaneously
5) one’s home

二
ground, earth

1) earth, ground, land, soil; place; territory
2) actual place, local
3) area, region
4) the earth
5) district, section, sector

一
一

father

1) father
2) father
3) father
4) father and mother, parents
5) grandfather; old man

四
一

new

1) new, fresh, novel; newly, freshly, re?
2) new (political) party
3) newspaper
4) new face, newcomer
5) rebirth, new birth, nascent

三
一

direction, person, alternative

1) one (esp. of two), the other, one way
2) viewpoint
3) area, locality, district, region, province
4) direction, orientation, bearing, way
5) objective, plan, policy

四
三

bright, light

1) obvious, evident, clear, plain
2) declaration, statement, proclamation
3) explanation, exposition
4) unknown, obscure, indistinct, uncertain
5) clear up, clarify, define

一
二

location, place

1) actual spot, scene, scene of the crime
2) (town) market; (the) marketplace
3) place, location
4) standpoint, position, situation
5) factory, plant, mill, workshop
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京 みやこ
キョウ, ケイ, キン

1) 京・きょう, けい
2) 東京・とうきょう
3) 北京・ぺきん
4) 京都・きょうと
5) 東京証券取引所・とうきょうしょうけんとり
ひきじょ

通 とお. る, とお. り, -とお. り, -どお. り, と
お. す
ツウ, ツ

1) 通り・どおり
2) 通信・つうしん
3) 見通し・みとおし
4) 共通・きょうつう
5) 交通・こうつう

言 い. う, こと
ゲン, ゴン

1) 言わば・いわば
2) 言う・いう, ゆう
3) 言・げん, こと
4) 言葉・ことば, けとば
5) 宣言・せんげん

理 ことわり
リ

1) 理・り
2) 管理・かんり
3) 理事・りじ
4) 理由・りゆう
5) 処理・しょり

体 からだ, かたち
タイ, テイ

1) 体・からだ, しんたい
2) 具体的・ぐたいてき
3) 全体・ぜんたい
4) 体制・たいせい
5) 団体・だんたい

作 つく. る, つく. り, -づく. り
サク, サ

1) 作・さく
2) 作る・つくる
3) 作り・つくり
4) 作業・さぎょう
5) 作品・さくひん

用 もち. いる
ヨウ

1) 雇用・こよう
2) 採用・さいよう
3) 使用・しよう
4) 費用・ひよう
5) 利用・りよう

強 つよ. い, つよ. まる, つよ. める, し. いる,
こわ. い
キョウ, ゴウ

1) 強さ・つよさ
2) 強化・きょうか
3) 強制・きょうせい
4) 勉強・べんきょう
5) 強める・つよめる

公 おおやけ
コウ, ク

1) 公園・こうえん
2) 公演・こうえん
3) 公開・こうかい
4) 公共・こうきょう
5) 公式・こうしき

野 の, の-
ヤ, ショ

1) 野・の, や, ぬ
2) 分野・ぶんや
3) 野球・やきゅう
4) 野党・やとう
5) 与野党・よやとう
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五
二

traffic, pass through, avenue, commute,
counter for letters, notes, documents, etc.

1) in accordance with ..., following ...
2) correspondence, communication, transmission
3) perspective, unobstructed view, outlook
4) commonness, community
5) communication, transportation, traffic

一
三

capital, 10??16

1) imperial capital (esp. Kyoto)
2) Tokyo (current capital of Japan)
3) Beijing (China), Peking
4) Kyoto
5) Tokyo Stock Exchange, TSE

一
一

logic, arrangement, reason, justice, truth

1) reason, principle, logic
2) control, management (e.g. of a business)
3) director, board of directors
4) reason, pretext, motive
5) processing, dealing with, treatment

二
二

say

1) so to speak, so to call it, as it were
2) to say; to call (i.e. to give a name)
3) word, remark, statement
4) language, dialect; word, words, phrase, term
5) declaration, proclamation, announcement

三
二

make, production, prepare, build

1) a work, a harvest
2) to make, to produce, to manufacture, to build
3) making, producing, manufacturing, building
4) work, operation, manufacturing, fatigue duty
5) work (e.g. book, film, composition, etc.)

二
二

body, substance, object, reality, counter for
images

1) body; health
2) concrete, tangible, definite, specific
3) whole, entirety, whatever (is the matter)
4) order, system, structure, set?up
5) organization, organisation, association

五
二

strong

1) strength, power
2) strengthen, intensify, reinforce, solidify
3) obligation, coercion, compulsion, enforcement
4) study; diligence; discount, reduction
5) to strengthen, to emphasize, to emphasise

一
一

utilize, business, service, use, employ

1) employment (long term), hire
2) use, adoption, acceptance; appointment
3) use, application, employment, utilization
4) cost, expense
5) use, utilization, utilisation, application

二
二

plains, field, rustic, civilian life

1) plain, field; hidden (structural) member
2) field, sphere, realm, division, branch
3) baseball
4) opposition party, political opposition
5) (political) parties in and out of power

一
二

public, prince, official, governmental

1) (public) park
2) public performance
3) open to the public
4) public, community, public service, society
5) formality, formal, official; formula
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思 おも. う, おもえら. く, おぼ. す
シ

1) 思わず・おもわず
2) 思い・おもい
3) 思う・おもう
4) 意思・いし
5) 思想・しそう

家 いえ, や, うち
カ, ケ

1) 家族・かぞく
2) 家庭・かてい
3) 国家・こっか
4) 政治家・せいじか
5) 作家・さっか

多 おお. い, まさ. に, まさ. る
タ

1) 多数・たすう
2) 多様・たよう
3) 多角・たかく
4) 最多・さいた
5) 多額・たがく

心 こころ, -ごころ
シン

1) 関心・かんしん
2) 中心・ちゅうしん
3) 心不全・しんふぜん
4) 心から・しんから, こころから
5) 心臓・しんぞう

教 おし. える, おそ. わる
キョウ

1) 教育・きょういく
2) 教授・きょうじゅ
3) 教師・きょうし
4) 宗教・しゅうきょう
5) 教室・きょうしつ

元 もと
ゲン, ガン

1) 元・もと
2) 地元・じもと
3) 元首・げんしゅ
4) 元気・げんき
5) 元日・がんじつ, がんにち

近 ちか. い
キン, コン

1) 最近・さいきん
2) 近代・きんだい
3) 付近・ふきん
4) 近鉄・きんてつ
5) 側近・そっきん

考 かんが. える, かんが. え
コウ

1) 考え・かんがえ
2) 考え方・かんがえかた
3) 参考・さんこう
4) 選考・せんこう
5) 考える・かんがえる

画 えが. く, かく. する, かぎ. る, はかりご
と, はか. る
ガ, カク, エ, カイ

1) 画・かく
2) 映画・えいが
3) 計画・けいかく
4) 企画・きかく
5) 絵画・かいが

海 うみ
カイ

1) 海・うみ, み, わた, わだ
2) 海外・かいがい
3) 北海道・ほっかいどう
4) 東海・とうかい
5) 海軍・かいぐん
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三
二

house, home

1) family, members of a family
2) home, family, household
3) state, country, nation
4) politician, statesman
5) author, writer, novelist, artist

三
一

think

1) unintentionally, reflexively, spontaneously
2) thought, mind, heart, feelings, emotion
3) to think, to consider, to believe
4) intention, purpose
5) thought, idea, ideology

二
一

heart, mind, spirit, heart radical (no. 61)

1) concern, interest
2) center, centre, middle, heart, core, focus
3) heart failure
4) from the bottom of one’s heart
5) heart

三
一

many, frequent, much

1) great number; countless, majority
2) diverse, varied
3) many?sided, versatile, polygonal, diversified
4) the most
5) large amount of money

一
二

beginning, former time, origin

1) origin, source; base, foundation; cause
2) home area, home town; local
3) ruler, sovereign
4) health(y), robust, vigor, vigour, energy
5) New Year’s Day

二
一

teach, faith, doctrine

1) training, education
2) professor; teaching, instruction
3) teacher (classroom)
4) religion
5) classroom

二
一

consider, think over

1) thinking, thought, ideas, intention
2) way of thinking
3) reference, consultation
4) selection, screening
5) to consider, to think about

一
二

near, early, akin, tantamount

1) latest, most recent, nowadays
2) present day, modern times
3) neighbourhood, neighborhood, vicinity
4) Kinki Nippon Tetsudou (railway co.)
5) close associate, close aide, brains?truster

一
一

sea, ocean

1) sea, beach
2) foreign, abroad, overseas
3) Hokkaido (northernmost of the four main
islands of Japan)
4) region south of Tokyo on Pacific Ocean side of
Japan, eastern sea
5) navy

五
四

brush?stroke, picture

1) stroke (of a kanji, etc.)
2) movie, film
3) plan, project, schedule, scheme, program
4) planning, project, plan, design
5) picture, painting
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売 う. る, う. れる
バイ

1) 販売・はんばい
2) 売り・うり
3) 売る・うる
4) 売買・ばいばい
5) 発売・はつばい

知 し. る, し. らせる
チ

1) 知る・しる
2) 知事・ちじ
3) 知らん顔・しらんかお
4) 県知事・けんちじ
5) 知識・ちしき

道 みち
ドウ, トウ

1) 道・みち
2) 報道・ほうどう
3) 北海道・ほっかいどう
4) 道路・どうろ
5) 鉄道・てつどう

計 はか. る, はか. らう
ケイ

1) 計・けい
2) 計画・けいかく
3) 合計・ごうけい
4) 設計・せっけい
5) 計算・けいさん

朝 あさ
チョウ

1) 朝・あさ, あした
2) 北朝鮮・きたちょうせん
3) 朝鮮・ちょうせん
4) 朝鮮民主主義人民共和国・ちょうせんみんし
ゅしゅぎじんみんきょうわこく
5) 朝鮮半島・ちょうせんはんとう

台 うてな, われ, つかさ
ダイ, タイ

1) 台・だい
2) 台湾・たいわん
3) 舞台・ぶたい
4) 台風・たいふう
5) 台所・だいどころ, だいどこ

広 ひろ. い, ひろ. まる, ひろ. める, ひろ. が
る
コウ

1) 広い・ひろい
2) 広がり・ひろがり
3) 広告・こうこく
4) 広げる・ひろげる
5) 広がった枝・ひろがったえだ

少 すく. ない, すこ. し
ショウ

1) 少し・すこし
2) 少なくとも・すくなくとも
3) 少年・しょうねん
4) 減少・げんしょう
5) 少数・しょうすう

工 コウ, ク, グ

1) 工場・こうじょう, こうば
2) 工業・こうぎょう
3) 工事・こうじ
4) 工作・こうさく
5) 加工・かこう

止 と. まる, -ど. まり, と. める, -と. める,
-ど. め
シ

1) 禁止・きんし
2) 停止・ていし
3) 防止・ぼうし
4) 中止・ちゅうし
5) 廃止・はいし
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二
一

know, wisdom

1) to know, to understand, to be acquainted with
2) prefectural governor
3) unconcerned air, indifference
4) prefectural governor
5) knowledge, information

二
一

sell

1) sales, selling, marketing
2) sale, selling; selling point, gimmick
3) to sell
4) trade, buying and selling
5) sale, offering for sale, release (for sale)

二
一

plot, plan, scheme, measure

1) plan; meter, measuring device; (in) total
2) plan, project, schedule, scheme, program
3) sum total, total amount
4) plan, design, layout
5) calculation, reckoning, count; forecast

一
二

road?way, street, district, journey, course,
moral, teachings

1) road, street, way, path, course, route, lane
2) information, report, journalism
3) Hokkaido (northernmost of the four main
islands of Japan)
4) road, highway
5) railroad

三
二

pedestal, a stand, counter for machines and
vehicles

1) stand, rack, table; support; belt
2) Taiwan
3) stage (theatre, theater)
4) typhoon, hurricane
5) kitchen

一
一

morning, dynasty, regime, epoch, period,
(North) Korea

1) morning
2) North Korea
3) Korea
4) Democratic People’s Republic of Korea (North
Korea), DPRK
5) Korean peninsula

二
一

few, little

1) small quantity, little, few, something
2) at least
3) boys, juveniles
4) decrease, reduction, decline
5) minority, few

四
一

wide, broad, spacious

1) spacious, vast, wide
2) spread, span
3) advertisement
4) to spread, to extend, to expand, to enlarge
5) spreading branches

五
一

stop, halt

1) prohibition, inhibition, ban
2) suspension, interruption, stoppage, ban
3) prevention, check
4) suspension, stoppage, discontinuance
5) abolition, repeal

三
craft, construction, katakana e radical (no.
48)

1) factory, plant, mill, workshop
2) (manufacturing) industry
3) construction work
4) work, construction, handicraft, maneuvering
5) manufacturing, processing, treatment
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切 き. る, -き. る, き. り, -き. り, -ぎ. り
セツ, サイ

1) 大切・たいせつ
2) 切っ掛け・きっかけ
3) 一切・いっさい
4) 適切・てきせつ
5) 切り・きり

楽 たの. しい, たの. しむ, この. む
ガク, ラク, ゴウ

1) 楽しみ・たのしみ
2) 音楽・おんがく
3) 楽・らく
4) 楽器・がっき
5) 倶楽部・くらぶ, クラブ

店 みせ, たな
テン

1) 支店・してん
2) 百貨店・ひゃっかてん
3) 書店・しょてん
4) 店舗・てんぽ
5) 商店・しょうてん

親 おや, おや-, した. しい, した. しむ
シン

1) 親・おや
2) 父親・ちちおや
3) 母親・ははおや
4) 両親・りょうしん, ふたおや
5) 親子・おやこ, しんし

答 こた. える, こた. え
トウ

1) 答え・こたえ, いらえ
2) 回答・かいとう
3) 答申・とうしん
4) 答弁・とうべん
5) 応答・おうとう

夜 よ, よる
ヤ

1) 夜・よる, よ
2) 深夜・しんや
3) 日夜・にちや
4) 夜間・やかん
5) 前夜・ぜんや

帰 かえ. る, かえ. す, おく. る, とつ. ぐ
キ

1) 帰り・かえり
2) 帰国・きこく
3) 復帰・ふっき
4) 帰還・きかん
5) 帰宅・きたく

古 ふる. い, ふる-, -ふる. す
コ

1) 古・いにしえ
2) 古代・こだい
3) 古典・こてん
4) 古墳・こふん
5) 考古学・こうこがく

歌 うた, うた. う
カ

1) 歌・うた
2) 歌手・かしゅ
3) 歌舞伎・かぶき
4) 短歌・たんか
5) 歌劇・かげき

買 か. う
バイ

1) 買い・かい
2) 売買・ばいばい
3) 買う・かう
4) 買収・ばいしゅう
5) 買い物・かいもの
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三
三

music, comfort, ease

1) enjoyment, pleasure, diversion, amusement
2) music, musical movement
3) comfort, ease
4) musical instrument
5) club, fraternity, sorority, clubhouse

五
二

cut, cutoff, be sharp

1) important, valuable, worthy of care
2) chance, start, cue, excuse, motive, impetus
3) all, everything, without exception, the whole
4) pertinent, appropriate, adequate, relevance
5) limits, end, bounds, period

四
一

parent, intimacy, relative, familiarity,
dealer (cards)

1) parent, parents; dealer (in cards); founder
2) father
3) mother
4) parents, both parents
5) parent and child

二
一

store, shop

1) branch store (office)
2) (department) store(s)
3) bookshop, bookstore
4) shop, store
5) shop, small store, business, firm

二
一

night, evening

1) evening, night
2) late at night
3) day and night, always
4) at night, nighttime
5) last night, the previous night

二
一

solution, answer

1) response, reply, answer, solution
2) reply, answer
3) report, reply, findings
4) response, reply, answer, defence, defense
5) reply, answer, response

三
一

old

1) antiquity, ancient times
2) ancient times
3) old book, classics, classic
4) ancient (mound) tomb
5) archaeology, archeology

四
一

homecoming, arrive at, lead to, result in

1) return, coming back
2) return to one’s country
3) return, comeback, reinstatement
4) repatriation, return; (electrical) feedback
5) returning home

一
一

buy

1) buying, buyer, purchase
2) trade, buying and selling
3) to buy; to value, to have a high opinion
4) buying, purchase; corruption, bribery
5) shopping, purchased goods

二
一

song, sing

1) song; classical Japanese poetry (esp. tanka)
2) singer
3) kabuki, Japanese classical drama
4) tanka, 31?syllable Japanese poem
5) opera

sources: JMdict and KANJIDIC by the Electronic Dictionaries Research Group - http://www.edrdg.org/
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図 え, はか. る
ズ, ト

1) 図・ず
2) 意図・いと
3) 構図・こうず
4) 図書館・としょかん, ずしょかん
5) 地図・ちず

週 シュウ

1) 週・しゅう
2) 週刊・しゅうかん
3) 一週間・いっしゅうかん
4) 今週・こんしゅう
5) 先週・せんしゅう

室 むろ
シツ

1) 教室・きょうしつ
2) 室長・しつちょう
3) 室内・しつない
4) 皇室・こうしつ
5) 会議室・かいぎしつ

歩 ある. く, あゆ. む
ホ, ブ, フ

1) 歩・ほ
2) 公定歩合・こうていぶあい
3) 一歩・いっぽ
4) 譲歩・じょうほ
5) 歩み・あゆみ

風 かぜ, かざ-, -かぜ
フウ, フ

1) 風景・ふうけい
2) 台風・たいふう
3) 風土・ふうど
4) 風速・ふうそく
5) 風潮・ふうちょう

紙 かみ
シ

1) 紙・かみ
2) 手紙・てがみ
3) 用紙・ようし
4) 紙面・しめん
5) 白紙・はくし

黒 くろ, くろ. ずむ, くろ. い
コク

1) 黒・くろ
2) 黒字・くろじ
3) 黒人・こくじん
4) 黒海・こっかい
5) 黒い・くろい

春 はる
シュン

1) 春・はる
2) 今春・こんしゅん
3) 春闘・しゅんとう
4) 来春・らいしゅん, らいはる
5) 青春・せいしゅん

色 いろ
ショク, シキ

1) 色・いろ
2) 色彩・しきさい
3) 特色・とくしょく
4) 難色・なんしょく
5) 黄色・きいろ, こうしょく, おうしょく

走 はし. る
ソウ

1) 走り・はしり
2) 走る・はしる
3) 走者・そうしゃ
4) 走行・そうこう
5) 滑走・かっそう
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一
week

1) week
2) published weekly
3) one week
4) this week
5) last week, the week before

二
二

map, drawing, plan, unexpected, acciden-
tally

1) figure (e.g. Fig 1), drawing, picture
2) intention, aim, design
3) composition
4) library
5) map

二
三

walk, counter for steps

1) step, stride; counter for steps
2) official discount (bank) rate
3) (a) step; level, stage; small degree
4) concession, conciliation, compromise
5) walking; progress, advance

一
一

room, apartment, chamber, greenhouse,
cellar

1) classroom
2) room monitor
3) indoor, inside the room
4) Imperial household
5) conference room, council room

一
一

paper

1) paper
2) letter
3) blank form
4) space (page)
5) blank paper, white paper

三
二

wind, air, style, manner

1) scenery
2) typhoon, hurricane
3) natural features, topography, climate
4) wind speed
5) tide, current; tendency

一
一

springtime, spring (season)

1) spring, springtime; new year
2) this spring, spring this year
3) spring offensive (Japanese unions)
4) next spring
5) youth, springtime of life, adolescent

三
一

black

1) black; dark; bad guy, ’black hat’
2) balance (figure) in the black
3) black person
4) Black Sea
5) black; dark; illicit, wicked, underground

一
一

run

1) the first (harvest
2) to run; to travel (movement of vehicles)
3) runner
4) running a wheeled vehicle (e.g. car)
5) glide, volplane

一
二

color

1) colour, color; complexion; appearance, look
2) colour, color, hue, tints
3) characteristic, feature, idiosyncrasy
4) disapproval
5) yellow, amber
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秋 あき, とき
シュウ

1) 秋・あき
2) 今秋・こんしゅう
3) 昨秋・さくしゅう
4) 春秋・しゅんじゅう, はるあき
5) 千秋楽・せんしゅうらく

夏 なつ
カ, ガ, ゲ

1) 夏・なつ
2) 夏休み・なつやすみ
3) 今夏・こんか
4) 冷夏・れいか
5) 夏場・なつば

合 あ. う, -あ. う, あ. い, あい-, -あ. い, -あい
ゴウ, ガッ, カッ

1) 合・ごう
2) 合意・ごうい
3) 試合・しあい
4) 連合・れんごう
5) 総合・そうごう

市 いち
シ

1) 市場・いちば
2) 市内・しない
3) 市民・しみん
4) 都市・とし
5) 同市・どうし

内 うち
ナイ, ダイ

1) 内・うち
2) 国内・こくない
3) 市内・しない
4) 都内・とない
5) 内閣・ないかく

回 まわ. る, -まわ. る, -まわ. り, まわ. す
カイ, エ

1) 回・かい
2) 回復・かいふく
3) 今回・こんかい
4) 回答・かいとう
5) 前回・ぜんかい

米 こめ, よね
ベイ, マイ, メエトル

1) 日米・にちべい
2) 米国・べいこく
3) 全米・ぜんべい
4) 対米・たいべい
5) 訪米・ほうべい

当 あ. たる, あ. たり, あ. てる, あ. て, まさ.
に
トウ

1) 当局・とうきょく
2) 当時・とうじ
3) 当初・とうしょ
4) 担当・たんとう
5) 当たり・あたり

首 くび
シュ

1) 首・くび, クビ
2) 首相・しゅしょう
3) 首脳・しゅのう
4) 首都・しゅと
5) 党首・とうしゅ

数 かず, かぞ. える, しばしば, せ. める, わず
らわ. しい
スウ, ス, サク, ソク, シュ

1) 数・かず
2) 数字・すうじ
3) 多数・たすう
4) 定数・ていすう
5) 少数・しょうすう
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一
三

summer

1) summer
2) summer vacation, summer holiday
3) this summer, next summer, last summer
4) a cool summer
5) summertime

二
一

autumn

1) autumn, fall
2) this (next, last) autumn (fall)
3) autumn of last year, fall of last year
4) spring and autumn, spring and fall
5) concluding festivities

一
一

market, city, town

1) (town) market; (the) marketplace
2) (within a) city, local
3) citizen, townspeople
4) town, city, municipal, urban
5) same city

六
三

fit, suit, join, 0.1

1) 0.18039 litres (liters)
2) agreement, consent, mutual understanding
3) match, game, bout, contest
4) union, alliance, combination
5) synthesis, coordination, putting together

四
二

?times, round, game, revolve, counter for
occurrences

1) counter for occurrences
2) recovery (from illness), improvement
3) now, this time, lately
4) reply, answer
5) last time, last installment, last instalment

一
二

inside, within, between, among, house,
home

1) inside, within; while; among, amongst
2) internal, domestic
3) (within a) city, local
4) metropolitan area
5) cabinet, (government) ministry

五
一

hit, right, appropriate, himself

1) authorities; this office
2) at that time, in those days
3) at first
4) (in) charge
5) hit, success, reaching the mark, per ...

二
三

rice, USA, metre

1) Japan?America
2) America, USA
3) all?America, pan?American
4) relating to the USA, toward America
5) visit to America

五
五

number, strength, fate, law, figures

1) number, amount
2) numeral, figure, digit, numeric character
3) great number; countless, majority
4) constant; literal
5) minority, few

一
一

neck, counter for songs and poems

1) neck; head; unemployed person
2) Prime Minister, Chancellor (Germany, Austria
3) head, brains, leading spirit
4) capital city, metropolis
5) party leader
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記 しる. す
キ

1) 記事・きじ
2) 記者・きしゃ
3) 記録・きろく
4) 書記・しょき
5) 記念・きねん

点 つ. ける, つ. く, た. てる, さ. す, とぼ. す
テン

1) 点・てん
2) 焦点・しょうてん
3) 拠点・きょてん
4) 時点・じてん
5) 得点・とくてん

活 い. きる, い. かす, い. ける
カツ

1) 活動・かつどう
2) 生活・せいかつ
3) 活発・かっぱつ
4) 活性・かっせい
5) 活躍・かつやく

原 はら
ゲン

1) 原因・げんいん
2) 原則・げんそく
3) 原子力・げんしりょく
4) 原告・げんこく
5) 原発・げんぱつ

交 まじ. わる, まじ. える, ま. じる, まじ. る,
ま. ざる
コウ

1) 外交・がいこう
2) 交渉・こうしょう
3) 交流・こうりゅう
4) 交換・こうかん
5) 交通・こうつう

組 く. む, くみ, -ぐみ
ソ

1) 組・くみ
2) 組織・そしき
3) 番組・ばんぐみ
4) 組合・くみあい
5) 労組・ろうそ, ろうくみ

引 ひ. く, ひ. き, ひ. き-, -び. き, ひ. ける
イン

1) 取引・とりひき
2) 引き下げ・ひきさげ
3) 引き上げ・ひきあげ
4) 引退・いんたい
5) 隠し引き出し・かくしひきだし

直 ただ. ちに, なお. す, -なお. す, なお. る,
なお. き
チョク, ジキ, ジカ

1) 直・じき
2) 直ちに・ただちに
3) 見直し・みなおし
4) 直後・ちょくご
5) 直接・ちょくせつ

曜 ヨウ

1) 土曜・どよう
2) 曜日・ようび
3) 日曜・にちよう
4) 金曜・きんよう
5) 月曜・げつよう

番 つが. い
バン

1) 一番・いちばん
2) 番組・ばんぐみ
3) 番号・ばんごう
4) 本番・ほんばん
5) 番手・ばんて
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五
一

spot, point, mark, speck, decimal point

1) spot, mark; point, dot; mark (e.g. in exam)
2) focus (e.g. photographic), focal point
3) position, location, base, point
4) point in time, occasion
5) score, points made, marks obtained, runs

一
一

scribe, account, narrative

1) article, news story, report, account
2) reporter
3) record, minutes, document
4) clerk, secretary
5) commemoration, memory

一
一

meadow, original, primitive, field, plain,
prairie, tundra, wilderness

1) cause, origin, source
2) principle, general rule
3) atomic energy
4) plaintiff, accuser, prosecutor
5) nuclear power plant, nuclear power supply

三
一

lively, resuscitation, being helped, living

1) action, activity
2) living, life (one’s daily existence)
3) vigor, vigour, active, lively
4) activity
5) activity (esp. energetic), great efforts

三
一

association, braid, plait, construct, assem-
ble, unite, cooperate, grapple

1) set (of items); group (of people)
2) organization, organisation; structure
3) program (e.g. TV), programme
4) association, union
5) labor union, labour union

五
一

mingle, mixing, association, coming & go-
ing

1) diplomacy
2) negotiations, discussions; connection
3) intercourse, (cultural) exchange
4) exchange, interchange, switching, reciprocity
5) communication, transportation, traffic

五
三

straightaway, honesty, frankness, fix, repair

1) soon, in a moment, before long, shortly
2) at once, immediately, directly, in person
3) review, reconsideration, revision
4) immediately following
5) direct, immediate, personal, firsthand

五
一

pull, tug, jerk, admit, install, quote, refer
to

1) transactions, dealings, business
2) reduction, cut
3) pulling up, drawing up, salvage
4) retire
5) secret withdrawal

一
一

turn, number in a series

1) best, first, number one; game, round, bout
2) program (e.g. TV), programme
3) number, series of digits
4) performance, take
5) (yarn) count; n?th place (e.g. in a race)

一
weekday

1) Saturday
2) day of the week
3) Sunday
4) Friday
5) Monday
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算 そろ
サン

1) 予算・よさん
2) 決算・けっさん
3) 通算・つうさん
4) 計算・けいさん
5) 補正予算・ほせいよさん

肉 しし
ニク

1) 肉・にく, しし
2) 牛肉・ぎゅうにく
3) 筋肉・きんにく
4) 肉親・にくしん
5) 肉体・にくたい

線 すじ
セン

1) 線・せん
2) 路線・ろせん
3) 新幹線・しんかんせん
4) 打線・だせん
5) 戦線・せんせん

声 こえ, こわ-
セイ, ショウ

1) 声・こえ
2) 声明・せいめい
3) 音声・おんせい, おんじょう
4) 歓声・かんせい
5) 声援・せいえん

形 かた, -がた, かたち, なり
ケイ, ギョウ

1) 形・かたち, よう
2) 形式・けいしき
3) 形成・けいせい
4) 形態・けいたい
5) 人形・にんぎょう

鳥 とり
チョウ

1) 鳥・とり
2) 野鳥・やちょう
3) 鳥類・ちょうるい
4) 白鳥・はくちょう, しろとり, しらとり
5) 渡り鳥・わたりどり

頭 あたま, かしら, -がしら, かぶり
トウ, ズ, ト

1) 冒頭・ぼうとう
2) 先頭・せんとう
3) 店頭・てんとう
4) 頭取・とうどり
5) 街頭・がいとう

門 かど, と
モン

1) 門・かど, もん
2) 部門・ぶもん
3) 専門・せんもん
4) 専門家・せんもんか
5) 専門学校・せんもんがっこう, せんもんガッ
コウ, せんもんガッコ

冬 ふゆ
トウ

1) 冬・ふゆ
2) 冬季・とうき
3) 暖冬・だんとう
4) 冬場・ふゆば
5) 越冬・えっとう

昼 ひる
チュウ

1) 昼・ひる
2) 昼食・ちゅうしょく, ちゅうじき, ひるげ
3) 昼間・ひるま, ちゅうかん
4) 昼過ぎ・ひるすぎ
5) 昼夜・ちゅうや
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一
一

meat

1) flesh; meat
2) beef
3) muscle, sinew
4) blood relationship, blood relative
5) the body, the flesh

一
一

calculate, divining, number, abacus, prob-
ability

1) estimate, budget
2) balance sheet, settlement of accounts
3) total
4) calculation, reckoning, count; forecast
5) revised or supplementary budget

二
二

voice

1) voice
2) declaration, statement, proclamation
3) voice, (the concept of) sound
4) cheer, shout of joy
5) encouragement, cheering, support

一
一

line, track

1) line (also telephone, railway), wire, beam
2) route, line, alignment
3) bullet train (very high speed), Shinkansen
4) baseball lineup
5) (war) front

一
一

bird, chicken

1) bird; bird meat (esp. chicken meat), fowl
2) wild bird
3) birds
4) swan (Cygnus Bechstein, Cygnus ssp.)
5) migratory bird, bird of passage

四
二

shape, form, style

1) form, shape, figure; visage
2) form (as opposed to substance), formality
3) formation, molding, taking form
4) form, shape, figure
5) doll, puppet, figure

二
一

gate, counter for cannons

1) gate
2) class, group, category, department, field
3) speciality, specialty, subject of study
4) specialist
5) vocational school, technical school

四
三

head, counter for large animals

1) beginning, start, outset
2) head, lead, vanguard, first
3) shop front, counter, shop
4) (bank) president
5) in the street

一
一

daytime, noon

1) noon, midday; daytime; lunch
2) lunch, midday meal
3) daytime, during the day
4) afternoon
5) day and night

一
一

winter

1) winter
2) (season of) winter
3) mild winter, warm winter
4) the winter season
5) passing the winter
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茶 チャ, サ

1) 茶・ちゃ
2) お茶・おちゃ
3) 喫茶店・きっさてん
4) 紅茶・こうちゃ
5) 茶色・ちゃいろ

谷 たに, きわ. まる
コク

1) 谷・たに
2) 谷川・たにがわ
3) 谷間・たにま, たにあい
4) 渓谷・けいこく
5) 峡谷・きょうこく

光 ひか. る, ひかり
コウ

1) 光・ひかり
2) 観光・かんこう
3) 光景・こうけい
4) 日光・にっこう
5) 脚光・きゃっこう

科 カ

1) 科・か
2) 科学・かがく
3) 教科書・きょうかしょ
4) 学科・がっか
5) 外科・げか

弟 おとうと
テイ, ダイ, デ

1) 弟・おとうと, おと, おとと, てい
2) 兄弟・きょうだい, けいてい
3) 弟子・でし, ていし
4) 実弟・じってい
5) 子弟・してい

細 ほそ. い, ほそ. る, こま. か, こま. かい
サイ

1) 細かい・こまかい
2) 細胞・さいぼう, さいほう
3) 細かく・こまかく
4) 細か・こまか
5) 詳細・しょうさい

丸 まる, まる. める, まる. い
ガン

1) 日の丸・ひのまる
2) 丸刈り・まるがり
3) 丸い・まるい, まろい
4) 丸ごと・まるごと
5) 丸太・まるた

太 ふと. い, ふと. る
タイ, タ

1) 太平洋・たいへいよう
2) 皇太子・こうたいし
3) 太陽・たいよう
4) 太平洋戦争・たいへいようせんそう
5) 太鼓・たいこ

戸 と
コ

1) 戸・と
2) 江戸・えど
3) 江戸川・えどがわ
4) 井戸・いど
5) 戸惑い・とまどい

牛 うし
ギュウ

1) 牛・うし, ぎゅう
2) 牛肉・ぎゅうにく
3) 牛乳・ぎゅうにゅう
4) 牛歩・ぎゅうほ
5) 和牛・わぎゅう
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二
一

valley

1) valley
2) mountain stream
3) valley, ravine, chasm, dell; cleavage
4) valley, ravine, canyon
5) glen, ravine, gorge, canyon

二
tea

1) tea; tea plant (Camellia sinensis)
2) tea (usu. green); tea break (at work)
3) coffee lounge, coffee shop
4) black tea
5) light brown, tawny

一
department, course, section

1) department, section; (taxonomical) family
2) science
3) textbook, text book
4) study subject, course of study
5) surgical department

二
一

ray, light

1) light
2) sightseeing
3) scene, spectacle
4) sunlight
5) footlight, limelight

四
一

dainty, get thin, taper, slender, narrow

1) small; fine, minute; minor, trivial
2) cell (biology)
3) minutely, finely
4) small, fine, detailed, stingy
5) detail, particulars

一
三

younger brother, faithful service to elders

1) younger brother; pupil, apprentice
2) siblings, brothers and sisters
3) pupil, disciple, adherent, follower
4) one’s (biological) younger brother
5) young(er) people

二
二

plump, thick, big around

1) Pacific Ocean
2) crown prince
3) sun, solar
4) the Pacific War
5) drum

三
一

round, full, month, perfection, ?ship, pills,
make round, roll up, curl up, seduce, ex-
plain away

1) outline of the sun (esp. represented as a red
circle); the Japanese flag
2) close clipping
3) round, circular, spherical; harmonious, calm
4) in its entirety, whole, wholly
5) log

一
一

cow

1) cattle, cow, ox, oxen; beef
2) beef
3) (cow’s) milk
4) snail’s pace, slow progress
5) Wagyu beef, Japanese beef

一
一

door, counter for houses, door radical (no.
63)

1) door (esp. Japanese?style)
2) old name of Tokyo
3) Edo River
4) water well
5) being at sea, losing one’s bearings
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魚 うお, さかな, -ざかな
ギョ

1) 魚・さかな, うお
2) 魚介類・ぎょかいるい
3) 金魚・きんぎょ
4) 魚類・ぎょるい
5) 稚魚・ちぎょ

兄 あに
ケイ, キョウ

1) 兄・あに
2) 兄弟・きょうだい, けいてい
3) 兄ちゃん・あんちゃん
4) 兄さん・にいさん, あにさん
5) 実兄・じっけい

園 その
エン

1) 園・その, えん
2) 公園・こうえん
3) 学園・がくえん
4) 動物園・どうぶつえん
5) 幼稚園・ようちえん

馬 うま, うま-, ま
バ

1) 馬・うま
2) 出馬・しゅつば
3) 競馬・けいば
4) 馬場・ばば
5) 競馬場・けいばじょう

顔 かお
ガン

1) 顔・かお
2) 知らん顔・しらんかお
3) 笑顔・えがお
4) 顔ぶれ・かおぶれ
5) 似顔・にがお

船 ふね, ふな-
セン

1) 船・ふね
2) 漁船・ぎょせん
3) 船長・せんちょう
4) 船舶・せんぱく
5) 造船・ぞうせん

羽 は, わ, はね
ウ

1) 羽・わ, ば, ぱ
2) 羽根・はね
3) 羽毛・うもう
4) 羽目・はめ
5) 白羽・しらは

岩 いわ
ガン

1) 岩・いわ, いわお
2) 溶岩・ようがん
3) 岩間・いわま
4) 一枚岩・いちまいいわ
5) 岩石・がんせき

角 かど, つの
カク

1) 角・かど
2) 多角・たかく
3) 一角・いっかく, イッカク
4) 角度・かくど
5) 内角・ないかく

妹 いもうと
マイ

1) 妹・いもうと
2) 姉妹・しまい, きょうだい
3) 弟妹・ていまい
4) 義妹・ぎまい, いもうと
5) 実妹・じつまい
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一
二

elder brother, big brother

1) older brother
2) siblings, brothers and sisters
3) (my) older brother
4) older brother, elder brother
5) one’s own elder brother

三
一

fish

1) fish
2) marine products, seafood, fish and shellfish
3) goldfish
4) the fishes
5) fry (young fish)

三
一

horse

1) horse; promoted bishop (shogi)
2) going on horseback; going in person
3) horse racing
4) horse?riding ground
5) racecourse, race track

一
一

park, garden, yard, farm

1) garden (esp. man?made), orchard, park
2) (public) park
3) academy, campus
4) zoo, zoological gardens
5) kindergarten

二
一

ship, boat

1) ship, boat, watercraft, vessel, steamship
2) fishing boat
3) ship’s captain
4) ship
5) shipbuilding

一
一

face, expression

1) face (person)
2) unconcerned air, indifference
3) smiling face, smile
4) personnel, member
5) portrait, likeness

一
一

boulder, rock, cliff

1) rock, crag
2) lava
3) among rocks
4) monolithic
5) rock

三
一

feathers, counter for birds, rabbits

1) counter for birds and rabbits
2) feather, plume, wing; blade (fan, propeller
3) feathers, plumage, down
4) panel, wainscoting, wainscotting; plight, fix
5) white feather

一
一

younger sister

1) younger sister
2) sisters
3) younger brother and sister
4) sister in law (younger)
5) one’s younger sister

二
一

angle, corner, square, horn, antlers

1) corner (e.g. desk, pavement); edge
2) many?sided, versatile, polygonal, diversified
3) corner, section, point; one horn
4) angle
5) interior angle, inside corner (baseball)
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池 いけ
チ

1) 池・いけ
2) 電池・でんち
3) 太陽電池・たいようでんち
4) 乾電池・かんでんち
5) 貯水池・ちょすいち

星 ほし, -ぼし
セイ, ショウ

1) 星・ほし
2) 衛星・えいせい
3) 通信衛星・つうしんえいせい
4) 木星・もくせい
5) 惑星・わくせい

姉 あね, はは
シ

1) 姉・あね
2) 姉妹・しまい, きょうだい
3) 姉さん・ねえさん, あねさん
4) 義姉・ぎし, あね
5) 姉・し

寺 てら
ジ

1) 寺・てら
2) 寺院・じいん
3) 国分寺・こくぶんじ
4) 禅寺・ぜんでら
5) 寺子屋・てらこや

遠 とお. い
エン, オン

1) 遠・とお
2) 永遠・えいえん
3) 遠征・えんせい
4) 望遠鏡・ぼうえんきょう
5) 遠隔・えんかく

絵 カイ, エ

1) 絵・え
2) 絵画・かいが
3) 絵本・えほん
4) 絵の具・えのぐ
5) 浮世絵・うきよえ

弱 よわ. い, よわ. る, よわ. まる, よわ. める
ジャク

1) 弱点・じゃくてん
2) 弱者・じゃくしゃ
3) 弱体・じゃくたい
4) 弱み・よわみ
5) 弱気・よわき

晴 は. れる, は. れ, は. れ-, -ば. れ, は. らす
セイ

1) 晴れ・はれ
2) 素晴らしい・すばらしい, すんばらしい
3) 晴れる・はれる
4) 快晴・かいせい
5) 晴天・せいてん

雪 ゆき
セツ

1) 雪・ゆき
2) 雪辱・せつじょく
3) 積雪・せきせつ
4) 大雪・おおゆき, たいせつ
5) 吹雪・ふぶき

毛 け
モウ

1) 毛・け
2) 毛布・もうふ
3) 毛皮・けがわ, もうひ
4) 髪の毛・かみのけ
5) 羽毛・うもう
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二
二

star, spot, dot, mark

1) star
2) satellite
3) communication satellite, Broadcast Satellite
4) Jupiter (planet)
5) planet

一
一

pond, cistern, pool, reservoir

1) pond
2) battery
3) solar battery
4) dry cell, battery
5) reservoir

一
一

Buddhist temple

1) temple (Buddhist)
2) temple
3) (Nara Era) state?supported provincial temples
4) Zen temple
5) temple elementary school (during the Edo
period)

二
一

elder sister

1) older sister, elder sister
2) sisters
3) elder sister; (vocative) young lady
4) sister?in?law (elder)
5) honorific suffix used after the name of a woman
of equal or higher status

二
picture, drawing, painting, sketch

1) picture, drawing, painting, sketch
2) picture, painting
3) picture book
4) colors, colours, paints
5) ukiyoe (color print of everyday life in the Edo
period) (colour)

一
二

distant, far

1) distant
2) eternity, perpetuity, immortality, permanence
3) expedition, campaign, (performer’s) tour
4) telescope
5) distant, remote, isolated

五
一

clear up

1) clear weather; public, formal
2) wonderful, splendid, magnificent
3) to clear up, to clear away, to be sunny
4) good weather
5) fine weather

四
一

weak, frail

1) weak point, weakness
2) weak person, the weak
3) weak (organization, organisation)
4) weakness
5) timid, faint?hearted, bearish sentiment

一
一

fur, hair, feather, down

1) hair, fur
2) blanket
3) fur, skin, pelt; kanji ”fur” radical
4) hair (head)
5) feathers, plumage, down

一
一

snow

1) snow
2) vindication of honour, vindication of honor
3) fallen snow
4) heavy snow
5) snow storm, blizzard
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黄 き, こ-
コウ, オウ

1) 黄・き
2) 黄金・おうごん, こがね, きがね, くがね
3) 硫黄・いおう
4) 黄色・きいろ, こうしょく, おうしょく
5) 黄金時代・おうごんじだい

雲 くも, -ぐも
ウン

1) 雲・くも
2) 暗雲・あんうん
3) 雲行き・くもゆき
4) 青雲・せいうん
5) 星雲・せいうん

鳴 な. く, な. る, な. らす
メイ

1) 鳴り・なり
2) 悲鳴・ひめい
3) 鳴き声・なきごえ
4) 鳴門・なると, なるとまき
5) 怒鳴り込む・どなりこむ

才 サイ

1) 才・さい
2) 才能・さいのう
3) 天才・てんさい
4) 漫才・まんざい
5) 秀才・しゅうさい

麦 むぎ
バク

1) 麦・むぎ
2) 小麦・こむぎ
3) 小麦粉・こむぎこ
4) 麦芽・ばくが
5) 大麦・おおむぎ

里 さと
リ

1) 里・り
2) 千里・せんり
3) 郷里・きょうり
4) 万里・ばんり
5) 里子・さとご

矢 や
シ

1) 矢・や, さ
2) 矢先・やさき
3) 矢面・やおもて
4) 矢継ぎ早・やつぎばや
5) 一矢・いっし

刀 かたな, そり
トウ

1) 刀・かたな, とう
2) 太刀打ち・たちうち
3) 宝刀・ほうとう
4) 日本刀・にほんとう
5) 刀剣・とうけん

弓 ゆみ
キュウ

1) 弓・ゆみ
2) 洋弓・ようきゅう
3) 弓道・きゅうどう
4) 弓矢・ゆみや, きゅうし
5) 弓のこ・ゆみのこ

汽 キ

1) 汽車・きしゃ
2) 汽船・きせん
3) 汽笛・きてき
4) 汽車賃・きしゃちん
5) 汽水・きすい
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二
一

cloud

1) cloud
2) dark clouds
3) weather, look of the sky, situation
4) blue sky, high rank
5) nebula, galaxy

二
二

yellow

1) yellow
2) gold
3) sulfur (S), sulphur
4) yellow, amber
5) Golden Age

一
genius, years old, cubic shaku

1) ?years?old; ability, gift, talent, aptitude
2) talent, ability
3) genius, prodigy, natural gift
4) comedian, comic dialogue
5) prodigy

三
一

chirp, cry, bark, sound, ring, echo, honk

1) ringing, sound
2) shriek, scream
3) cry (esp. animal), roar
4) steamed fish?paste cake
5) to storm in with a yell

一
一

ri, village, parent’s home, league

1) ri (old Japanese unit of distance
2) 1000 ri, (a) long distance
3) birth?place, home town
4) thousands of miles
5) foster child

一
一

barley, wheat

1) wheat, barley, oat (oats)
2) wheat
3) wheat flour
4) malt
5) barley (Hordeum vulgare)

二
一

sword, saber, knife

1) (single?edged) sword, katana; dagger, knife
2) crossing swords, opposition, contention
3) treasured sword
4) Japanese sword
5) swords, cold steel

一
一

dart, arrow

1) arrow
2) arrowhead, brunt, target
3) bearing the full brunt of something
4) rapid succession (e.g. questions)
5) an arrow, (a) retort

一
vapor, steam

1) train (steam)
2) steamship, steamboat, steamer
3) steam whistle
4) train fare
5) brackish water

一
一

bow, bow (archery, violin)

1) bow (and arrow)
2) Western?style archery
3) (Japanese) archery
4) bow and arrow
5) hacksaw
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