
立 た. つ, -た. つ, た. ち-, た. てる, -た. てる
リツ, リュウ, リットル

1) 立場・たちば
2) 連立・れんりつ
3) 国立・こくりつ
4) 成立・せいりつ
5) 対立・たいりつ

手 て, て-, -て, た-
シュ, ズ

1) 手・て
2) 選手・せんしゅ
3) 選手権・せんしゅけん
4) 相手・あいて
5) 大手・おおて, おおで

力 ちから
リョク, リキ, リイ

1) 勢力・せいりょく
2) 努力・どりょく
3) 協力・きょうりょく
4) 権力・けんりょく
5) 原子力・げんしりょく

目 め, -め, ま-
モク, ボク

1) 目的・もくてき
2) 目標・もくひょう
3) 注目・ちゅうもく
4) 項目・こうもく
5) 名目・めいもく, みょうもく

田 た
デン

1) 上田・じょうでん
2) 水田・すいでん
3) 油田・ゆでん
4) 田舎・いなか
5) 桑田・そうでん

正 ただ. しい, ただ. す, まさ, まさ. に
セイ, ショウ

1) 正・せい
2) 改正・かいせい
3) 修正・しゅうせい
4) 正式・せいしき
5) 正常・せいじょう

文 ふみ, あや
ブン, モン

1) 文・ふみ
2) 文化・ぶんか
3) 文学・ぶんがく
4) 文書・ぶんしょ, もんじょ
5) 文字・もじ, もんじ

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
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四
二

hand

1) hand, arm; forepaw, foreleg; handle; hand
2) player (in game), team member
3) championship, title (of champion)
4) companion, partner, company; other party
5) front castle gate; both arms open

五
三

stand up

1) standpoint, position, situation
2) alliance, coalition
3) national
4) coming into existence, arrangements
5) confrontation, opposition, antagonism

三
二

eye, class, look, insight, experience, care,
favor

1) purpose, goal, aim, objective, intention
2) mark, objective, target
3) notice, attention, observation
4) (data) item, entry
5) name, title, appellation, (something) nominal

一
三

power, strong, strain, bear up, exert

1) influence, power, might, strength, potency
2) great effort, exertion, endeavour, endeavor
3) cooperation, collaboration
4) (political) power, authority, influence
5) atomic energy

四
二

correct, justice, righteous, 10??40

1) (logical) true, regular; 10ˆ40; original
2) revision, amendment, alteration
3) amendment, correction, revision, modification
4) due form, official, formality
5) normalcy, normality, normal

一
一

rice field, rice paddy

1) high rice field, very fertile rice field
2) (water?filled) paddy field
3) oil field
4) rural area, countryside, the sticks; hometown
5) mulberry plantation

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

二
二

sentence, literature, style, art, decoration,
figures, plan, literary radical (no. 67)

1) letter, writings
2) culture, civilization, civilisation
3) literature
4) document, writing, letter, paperwork, note
5) letter (of alphabet), character; literal

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

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
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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

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

口 くち
コウ, ク

1) 口・くち
2) 人口・じんこう
3) 窓口・まどぐち
4) 口座・こうざ
5) 入り口・いりぐち, いりくち, はいりぐち, は
いりくち

町 まち
チョウ

1) 町・まち, ちょう
2) 市町村・しちょうそん
3) 同町・どうちょう
4) 町長・ちょうちょう
5) 町内・ちょうない

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

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

空 そら, あ. く, あ. き, あ. ける, から, す. く
クウ

1) 空・から
2) 空港・くうこう
3) 航空・こうくう
4) 空気・くうき
5) 航空機・こうくうき
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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

company, firm, office, association, shrine

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

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

一
二

mouth

1) mouth; opening, hole, gap, orifice
2) population; common talk
3) ticket window, teller window, counter
4) account (e.g. bank)
5) entrance, entry, gate, approach, mouth

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

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
一

town, village, block, street

1) town, block, neighbourhood, neighborhood
2) cities, towns and villages, municipalities
3) the same town, that town
4) town headman, town mayor
5) neighborhood, neighbourhood, street, block

六
一

empty, sky, void, vacant, vacuum

1) emptiness, vacuum, blank
2) airport
3) aviation, flying
4) air, atmosphere
5) aircraft, aeroplane, airplane

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

sources: JMdict and KANJIDIC by the Electronic Dictionaries Research Group - http://www.edrdg.org/

4



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

足 あし, た. りる, た. る, た. す
ソク

1) 足・あし
2) 不足・ふそく
3) 発足・ほっそく, はっそく
4) 満足・まんぞく
5) 足並み・あしなみ

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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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

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

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

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

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

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.)

四
一

leg, foot, be sufficient, counter for pairs of
footwear

1) foot; leg; gait; pace
2) insufficiency, shortage, deficiency, lack
3) starting, inauguration, launch, founding
4) satisfaction; sufficiency
5) pace, step

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

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

早 はや. い, はや, はや-, はや. まる, はや. め
る
ソウ, サッ

1) 早期・そうき
2) 早・はや
3) 早急・さっきゅう, そうきゅう
4) 早朝・そうちょう
5) 早める・はやめる

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
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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

五
二

early, fast

1) early stage
2) already, now, by this time
3) urgent
4) early morning
5) to hasten, to quicken, to expedite

二
一

teach, faith, doctrine

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

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
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

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

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
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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

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

事 こと, つか. う, つか. える
ジ, ズ

1) 事・こと
2) 幹事・かんじ
3) 記事・きじ
4) 軍事・ぐんじ
5) 仕事・しごと

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

字 あざ, あざな, -な
ジ

1) 字・あざ
2) 黒字・くろじ
3) 数字・すうじ
4) 赤字・あかじ
5) 文字・もじ, もんじ

発 た. つ, あば. く, おこ. る, つか. わす, は
な. つ
ハツ, ホツ

1) 発・はつ
2) 開発・かいはつ
3) 発言・はつげん
4) 発行・はっこう
5) 発展・はってん

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
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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)

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

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

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

三
二

matter, thing, fact, business, reason, possi-
bly

1) thing, matter, fact, circumstances, business
2) executive secretary, coordinator, organizer
3) article, news story, report, account
4) military affairs
5) work, job, business, occupation, employment

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

三
一

character, letter, word, section of village

1) section of village
2) balance (figure) in the black
3) numeral, figure, digit, numeric character
4) deficit, (being in or going into) the red
5) letter (of alphabet), character; literal

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

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

五
二

discharge, departure, publish, emit, start
from, disclose, counter for gunshots

1) departure, departing (from ...)
2) development, exploitation
3) utterance, speech, proposal
4) issue (publications), publishing
5) development, growth
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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

音 おと, ね
オン, イン, -ノン

1) 音・おと, ね, おん
2) 音楽・おんがく
3) 本音・ほんね
4) 騒音・そうおん
5) 音声・おんせい, おんじょう

者 もの
シャ

1) 患者・かんじゃ
2) 関係者・かんけいしゃ
3) 記者・きしゃ
4) 業者・ぎょうしゃ
5) 容疑者・ようぎしゃ

業 わざ
ギョウ, ゴウ

1) 業・ごう
2) 企業・きぎょう
3) 業界・ぎょうかい
4) 業者・ぎょうしゃ
5) 作業・さぎょう

員 イン

1) 委員・いいん
2) 委員会・いいんかい
3) 委員長・いいんちょう
4) 会員・かいいん
5) 議員・ぎいん

開 ひら. く, ひら. き, -びら. き, ひら. ける,
あ. く
カイ

1) 開発・かいはつ
2) 開催・かいさい
3) 開始・かいし
4) 開放・かいほう
5) 公開・こうかい

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

問 と. う, と. い, とん
モン

1) 問う・とう
2) 問・もん
3) 質問・しつもん
4) 訪問・ほうもん
5) 問題・もんだい

代 か. わる, かわ. る, かわ. り, -がわ. り, か.
える
ダイ, タイ

1) 代わり・かわり, がわり
2) 時代・じだい
3) 代表・だいひょう
4) 現代・げんだい
5) 世代・せだい

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
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二
三

sound, noise

1) sound, noise, report; note (music); fame
2) music, musical movement
3) real intention, motive
4) noise
5) voice, (the concept of) sound

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

一
二

business, vocation, arts, performance

1) karma (i.e. actions committed in a former life)
2) enterprise, undertaking, corporation
3) industry, business
4) trader, merchant
5) work, operation, manufacturing, fatigue duty

一
一

someone, person

1) (a) patient
2) authorized people, authorised people
3) reporter
4) trader, merchant
5) suspect (person)

五
一

open, unfold, unseal

1) development, exploitation
2) holding a meeting, open an exhibition
3) start, commencement, beginning, initiation
4) open, throw open, liberalization
5) open to the public

一
employee, member, number, the one in
charge

1) committee member
2) committee, commission, board, panel
3) committee chairman
4) member, the membership
5) member of the Diet, congress or parliament

三
一

question, ask, problem

1) to ask, to question, to inquire
2) counter for questions
3) question, inquiry, enquiry
4) call, visit
5) problem, question

二
一

few, little

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

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

五
二

substitute, change, convert, replace, pe-
riod, age, counter for decades of ages, eras,
etc., generation, charge, rate, fee

1) substitute, deputy, proxy, alternate, relief
2) period, epoch, era, age; the times
3) representative, representation, delegation
4) nowadays, modern era, modern times
5) generation, the world, the age
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動 うご. く, うご. かす
ドウ

1) 動・どう
2) 動き・うごき
3) 運動・うんどう
4) 活動・かつどう
5) 行動・こうどう

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

主 ぬし, おも, あるじ
シュ, ス, シュウ

1) 主に・おもに
2) 喪主・もしゅ
3) 民主・みんしゅ
4) 主義・しゅぎ
5) 主催・しゅさい

題 ダイ

1) 課題・かだい
2) 問題・もんだい
3) 話題・わだい
4) 題・だい
5) 問題点・もんだいてん

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

意 イ

1) 意見・いけん
2) 意味・いみ
3) 合意・ごうい
4) 意向・いこう
5) 意思・いし

度 たび, -た. い
ド, ト, タク

1) 制度・せいど
2) 程度・ていど
3) 今度・こんど
4) 態度・たいど
5) 何度・なんど

持 も. つ, -も. ち, も. てる
ジ

1) 維持・いじ
2) 支持・しじ
3) 気持ち・きもち
4) 持ち・もち
5) 持つ・もつ

花 はな
カ, ケ

1) 花・はな
2) 花火・はなび
3) 花びら・はなびら, かべん
4) 花見・はなみ
5) 花園・はなぞの, かえん

赤 あか, あか-, あか. い, あか. らむ, あか. ら
める
セキ, シャク

1) 赤ちゃん・あかちゃん
2) 赤字・あかじ
3) 赤松・あかまつ
4) 赤い・あかい
5) 真っ赤・まっか
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五
一

stop, halt

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

二
一

move, motion, change, confusion, shift,
shake

1) motion, change, confusion
2) movement, activity, trend, development
3) motion, exercise
4) action, activity
5) action, conduct, behaviour, behavior

一
topic, subject

1) subject, theme, task, challenge, issue
2) problem, question
3) topic, subject
4) title, subject, theme, topic
5) the point at issue

三
三

lord, chief, master, main thing, principal

1) mainly, primarily
2) chief mourner
3) democracy, popular sovereignty; democratic
4) doctrine, rule, principle
5) organization, organisation, sponsorship

一
idea, mind, heart, taste, thought, desire,
care, liking

1) opinion, view
2) meaning, significance
3) agreement, consent, mutual understanding
4) intention, idea, inclination
5) intention, purpose

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

三
一

hold, have

1) maintenance, preservation, improvement
2) support, maintenance
3) feeling, sensation, mood
4) hold, charge, keep possession, in charge
5) to hold, to carry; to possess

二
三

degrees, occurrence, time, counter for oc-
currences

1) system, institution, organization
2) degree, amount, grade, standard
3) now, this time, next time, another time
4) attitude, manner, behaviour
5) how many times?, how often?

五
二

red

1) baby, infant
2) deficit, (being in or going into) the red
3) Japanese red pine (Pinus densiflora)
4) red; Red (i.e. communist)
5) bright red, deep red, flushed (of face)

一
二

flower

1) flower, blossom, bloom, petal
2) fireworks
3) (flower) petal
4) cherry blossom viewing, flower viewing
5) flower garden
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青 あお, あお-, あお. い
セイ, ショウ

1) 青・あお
2) 青年・せいねん
3) 青山・せいざん
4) 青木・あおき, アオキ
5) 青春・せいしゅん

世 よ, さんじゅう
セイ, セ, ソウ

1) 世・よ
2) 世界・せかい
3) 世代・せだい
4) 世論・せろん, よろん
5) 世界的・せかいてき

安 やす. い, やす. まる, やす, やす. らか
アン

1) 安全・あんぜん
2) 安保・あんぽ
3) 安全保障・あんぜんほしょう
4) 安定・あんてい
5) 不安・ふあん

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

院 イン

1) 参院・さんいん
2) 衆院・しゅういん
3) 病院・びょういん
4) 下院・かいん
5) 上院・じょういん

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

界 カイ

1) 業界・ぎょうかい
2) 世界・せかい
3) 政界・せいかい
4) 財界・ざいかい
5) 限界・げんかい

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

重 え, おも. い, おも. り, おも. なう, かさ. ね
る
ジュウ, チョウ

1) 重さ・おもさ
2) 重要・じゅうよう
3) 重大・じゅうだい
4) 重み・おもみ
5) 貴重・きちょう

集 あつ. まる, あつ. める, つど. う
シュウ

1) 集める・あつめる
2) 集会・しゅうかい
3) 集団・しゅうだん
4) 編集・へんしゅう
5) 集中・しゅうちゅう
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二
三

generation, world, society, public

1) world, society, age, generation
2) the world, society, the universe
3) generation, the world, the age
4) public opinion
5) global, international, world?famous

三
二

blue, green

1) blue; green; green light
2) youth, young man
3) blue or green mountain; grave, burial place
4) Japanese laurel, spotted laurel
5) youth, springtime of life, adolescent

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

四
一

relax, cheap, low, quiet, rested, contented,
peaceful

1) safety; security
2) US?Japan Security Treaty, safety, security
3) security guarantee (e.g. military security
4) stability, equilibrium
5) anxiety, uneasiness, insecurity, suspense

二
一

store, shop

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

一
Inst., institution, temple, mansion, school

1) House of Councillors
2) lower house of the Diet
3) hospital
4) lower house, lower (legislative) body
5) Upper House, Senate, Lords

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

一
world

1) industry, business
2) the world, society, the universe
3) political world
4) financial world
5) limit, bound

三
一

gather, meet, congregate, swarm, flock

1) to collect, to assemble, to gather
2) meeting, assembly
3) group, mass
4) editing, compilation
5) concentration, convergence, centralization

五
二

heavy, heap up, pile up, nest of boxes, ?fold

1) weight
2) important, momentous, essential, principal
3) serious, important, significant, grave
4) importance, weight, dignity, emphasis
5) precious, valuable
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物 もの, もの-
ブツ, モツ

1) 人物・じんぶつ
2) 動物・どうぶつ
3) 建物・たてもの
4) 物価・ぶっか
5) 物語・ものがたり

使 つか. う, つか. い, -つか. い, -づか. い
シ

1) 使わす・つかわす
2) 使う・つかう
3) 使用・しよう
4) 大使・たいし
5) 行使・こうし

品 しな
ヒン, ホン

1) 作品・さくひん
2) 商品・しょうひん
3) 製品・せいひん
4) 食品・しょくひん
5) 部品・ぶひん

死 し. ぬ, し. に-
シ

1) 死・し
2) 死者・ししゃ
3) 脳死・のうし
4) 死亡・しぼう
5) 二死・にし

始 はじ. める, -はじ. める, はじ. まる
シ

1) 開始・かいし
2) 始まり・はじまり
3) 終始・しゅうし
4) 始める・はじめる
5) 始め・はじめ

運 はこ. ぶ
ウン

1) 運・うん
2) 運ぶ・はこぶ
3) 運動・うんどう
4) 運営・うんえい
5) 運転・うんてん

終 お. わる, -お. わる, おわ. る, お. える, つ
い
シュウ

1) 終わり・おわり
2) 最終・さいしゅう
3) 終える・おえる
4) 終結・しゅうけつ
5) 最終的・さいしゅうてき

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

住 す. む, す. まう, -ず. まい
ジュウ, ヂュウ, チュウ

1) 住・じゅう
2) 住宅・じゅうたく
3) 住民・じゅうみん
4) 住所・じゅうしょ
5) 在住・ざいじゅう
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四
一

use

1) to send, to dispatch, to despatch
2) to use (a thing, method, etc.)
3) use, application, employment, utilization
4) ambassador
5) use, exercise

二
二

thing, object, matter

1) character, personality, person, man
2) animal
3) building
4) prices of commodities, prices (in general)
5) tale, story, legend

二
一

death, die

1) death, decease
2) casualty, deceased
3) brain death
4) death, mortality
5) two out (e.g. in baseball)

一
二

goods, refinement, dignity, article, counter
for meal courses

1) work (e.g. book, film, composition, etc.)
2) commodity, article of commerce, goods, stock
3) manufactured goods, finished goods, product
4) commodity, foodstuff
5) parts, accessories

一
一

carry, luck, destiny, fate, lot, transport,
progress, advance

1) fortune, luck
2) to carry, to transport, to move, to convey
3) motion, exercise
4) management, administration, operation
5) operation, motion, driving

三
一

commence, begin

1) start, commencement, beginning, initiation
2) origin, beginning
3) beginning and end, from beginning to end
4) to start, to begin, to commence, to initiate
5) beginning, start, origin

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

五
一

end, finish

1) the end
2) last, final, closing
3) to finish
4) end, close
5) finally

三
三

dwell, reside, live, inhabit

1) dwelling, living
2) residence, housing, residential building
3) citizens, inhabitants, residents, population
4) address (e.g. of house), residence, domicile
5) resident

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

sources: JMdict and KANJIDIC by the Electronic Dictionaries Research Group - http://www.edrdg.org/

18



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

真 ま, ま-, まこと
シン

1) 写真・しゃしん
2) 真の・しんの
3) 真相・しんそう
4) 真実・しんじつ, さな, さね
5) 真ん中・まんなか, まなか

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

有 あ. る
ユウ, ウ

1) 有・ゆう
2) 有効・ゆうこう
3) 有力・ゆうりょく
4) 有権者・ゆうけんしゃ
5) 有名・ゆうめい

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

急 いそ. ぐ, いそ. ぎ
キュウ

1) 急・きゅう
2) 急いで・いそいで
3) 急きょ・きゅうきょ
4) 緊急・きんきゅう
5) 急速・きゅうそく

送 おく. る
ソウ

1) 送る・おくる
2) 放送・ほうそう
3) 輸送・ゆそう
4) 送り・おくり
5) 先送り・さきおくり

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
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三
一

true, reality, Buddhist sect

1) photograph, photo; movie
2) true, real, genuine, proper, utter
3) truth, real situation
4) truth, reality
5) middle, centre, center, mid?way

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
二

possess, have, exist, happen, occur, approx

1) existence; possession, having
2) validity, legality, availability
3) influential, prominent; strong, likely
4) voter, constituent
5) famous; fame

三
一

old

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

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

一
一

escort, send

1) to send (a thing), to dispatch, to despatch
2) broadcast, broadcasting
3) transport, transportation
4) seeing off, sending off; funeral; escapement
5) postpone

二
一

hurry, emergency, sudden, steep

1) urgent, sudden, abrupt; sharp, steep
2) hurriedly
3) hurriedly, in a hurry
4) urgent, pressing, emergency
5) rapid (e.g. progress)

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
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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

転 ころ. がる, ころ. げる, ころ. がす, ころ.
ぶ
テン

1) 運転・うんてん
2) 転換・てんかん
3) 逆転・ぎゃくてん
4) 移転・いてん
5) 運転手・うんてんしゅ

不 フ, ブ

1) 不況・ふきょう
2) 不安・ふあん
3) 不足・ふそく
4) 不動産・ふどうさん
5) 不満・ふまん

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

研 と. ぐ
ケン

1) 研究・けんきゅう
2) 研究所・けんきゅうしょ, けんきゅうじょ
3) 研修・けんしゅう
4) 研究者・けんきゅうしゃ
5) 研究員・けんきゅういん

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

以 もっ. て
イ

1) 以来・いらい
2) 以内・いない
3) 以前・いぜん
4) 以下・いか, いげ
5) 以後・いご
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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

二
negative, non?, bad, ugly, clumsy

1) recession, depression, slump
2) anxiety, uneasiness, insecurity, suspense
3) insufficiency, shortage, deficiency, lack
4) real estate
5) dissatisfaction, displeasure, discontent

四
一

revolve, turn around, change

1) operation, motion, driving
2) convert, divert
3) (sudden) change, reversal, turn?around
4) moving, transfer, demise
5) driver, chauffeur

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

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

polish, study of, sharpen

1) study, research, investigation
2) research establishment (institute, laboratory
3) training (esp. in?service), induction course
4) researcher
5) researcher

一
一

by means of, because, in view of, compared
with

1) since, henceforth
2) within, inside of, less than
3) ago, since, before, previous
4) not exceeding, and downward, ... and below
5) after this, from now on, hereafter

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

sources: JMdict and KANJIDIC by the Electronic Dictionaries Research Group - http://www.edrdg.org/

22



究 きわ. める
キュウ, ク

1) 研究・けんきゅう
2) 研究所・けんきゅうしょ, けんきゅうじょ
3) 研究者・けんきゅうしゃ
4) 究明・きゅうめい
5) 研究員・けんきゅういん

起 お. きる, お. こる, お. こす, おこ. す, た.
つ
キ

1) 起訴・きそ
2) 起こす・おこす
3) 起用・きよう
4) 起こる・おこる
5) 提起・ていき

着 き. る, -ぎ, き. せる, -き. せ, つ. く, つ. け
る
チャク, ジャク

1) 決着・けっちゃく
2) 着実・ちゃくじつ
3) 落ち着いた・おちついた
4) 癒着・ゆちゃく
5) 着る・きる

病 や. む, -や. み, やまい
ビョウ, ヘイ

1) 病院・びょういん
2) 病気・びょうき
3) 水俣病・みなまたびょう
4) 糖尿病・とうにょうびょう
5) 白血病・はっけつびょう

待 ま. つ, -ま. ち
タイ

1) 期待・きたい
2) 招待・しょうたい
3) 待遇・たいぐう
4) 待ち・まち
5) 接待・せったい

族 ゾク

1) 家族・かぞく
2) 族・ぞく
3) 民族・みんぞく
4) 遺族・いぞく
5) 民族主義・みんぞくしゅぎ

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

銀 しろがね
ギン

1) 銀・ぎん, しろがね
2) 銀行・ぎんこう
3) 銀座・ぎんざ
4) 住友銀行・すみともぎんこう
5) 日本銀行・にっぽんぎんこう, にほんぎんこ
う

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

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
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五
一

rouse, wake up, get up

1) prosecution, indictment
2) to raise, to cause, to wake someone
3) appointment (to a position, job, etc.)
4) to occur, to happen
5) bring suit, file a claim, raise a question

一
二

research, study

1) study, research, investigation
2) research establishment (institute, laboratory
3) researcher
4) investigation (esp. in academic and scientific
contexts)
5) researcher

三
二

ill, sick

1) hospital
2) illness, disease, sickness
3) Minamata disease
4) diabetes mellitus, sugar diabetes
5) leukemia

六
二

don, arrive, wear, counter for suits of cloth-
ing

1) conclusion, decision, end, settlement
2) steady, sound, trustworthy, solid
3) quiet, calm, composed
4) adhesion
5) to wear (in modern Japanese

一
tribe, family

1) family, members of a family
2) tribe, clan, band; (taxonomical) tribe
3) people, race, nation
4) bereaved family
5) nationalism

二
一

wait, depend on

1) expectation, anticipation, hope
2) invitation
3) treatment, reception
4) waiting, waiting time
5) reception, welcome, serving (food)

一
一

silver

1) silver, silver coin, silver paint
2) bank
3) Ginza (shopping district in Tokyo)
4) Sumitomo Bank
5) Bank of Japan, BOJ, BoJ

一
二

color

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

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

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
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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

医 い. やす, い. する, くすし
イ

1) 医療・いりょう
2) 医学・いがく
3) 医師・いし
4) 医・い
5) 医薬品・いやくひん

仕 つか. える
シ, ジ

1) 仕事・しごと
2) 仕組み・しくみ
3) 仕方・しかた
4) 仕掛け・しかけ
5) 仕手・して

去 さ. る, -さ. る
キョ, コ

1) 過去・かこ
2) 死去・しきょ
3) 撤去・てっきょ
4) 除去・じょきょ
5) 去年・きょねん, こぞ

別 わか. れる, わ. ける
ベツ

1) 別に・べつに
2) 告別・こくべつ
3) 特別・とくべつ
4) 個別・こべつ
5) 差別・さべつ

味 あじ, あじ. わう
ミ

1) 味・あじ
2) 意味・いみ
3) 興味・きょうみ
4) 趣味・しゅみ
5) 味わい・あじわい

写 うつ. す, うつ. る, うつ-, うつ. し
シャ, ジャ

1) 写真・しゃしん
2) 写真集・しゃしんしゅう
3) 写る・うつる
4) 描写・びょうしゃ
5) 青写真・あおじゃしん

特 トク

1) 特に・とくに
2) 特別・とくべつ
3) 特徴・とくちょう
4) 特定・とくてい
5) 特捜・とくそう

夕 ゆう
セキ

1) 夕・ゆう, ゆうべ, さくや
2) 夕食・ゆうしょく
3) 夕方・ゆうがた
4) 夕刊・ゆうかん
5) 夕べ・ゆう, ゆうべ, さくや

注 そそ. ぐ, さ. す, つ. ぐ
チュウ

1) 注・ちゅう
2) 注目・ちゅうもく
3) 受注・じゅちゅう
4) 注意・ちゅうい
5) 注文・ちゅうもん

Visit kanjicards.org for newer versions!

25



三
一

doctor, medicine

1) medical care, medical treatment
2) medical science, medicine
3) doctor, physician
4) medicine, the healing art, healing, curing
5) medical supplies

一
三

summer

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

二
二

gone, past, quit, leave, elapse, eliminate,
divorce

1) the past, bygone days, the previous
2) death
3) withdrawal, revocation, repeal; demolition
4) removal, getting rid of
5) last year

一
二

attend, doing, official, serve

1) work, job, business, occupation, employment
2) structure, construction, arrangement
3) way, method, means, resource, course
4) device, trick, mechanism, gadget
5) doer, performer

二
一

flavor, taste

1) flavor, flavour, taste; charm, style
2) meaning, significance
3) interest (in something)
4) hobby, tastes, preference
5) flavour, flavor; meaning, significance

二
一

separate, branch off, diverge, fork, another,
extra, specially

1) (not) particularly, nothing; separately
2) farewell, leave?taking
3) special
4) particular case, discrete, individual
5) discrimination, distinction, differentiation

一
special

1) particularly, especially
2) special
3) feature, trait, characteristic, pecularity
4) specific, special, particular
5) special investigation

四
二

copy, be photographed, describe

1) photograph, photo; movie
2) collection of photographs, photoalbum
3) to be photographed, to be projected
4) depiction, description, portrayal
5) blueprint, plan

三
一

pour, irrigate, shed (tears), flow into, con-
centrate on, notes, comment, annotate

1) annotation, explanatory note, comment
2) notice, attention, observation
3) accepting orders
4) caution, being careful, attention (heed)
5) order, request

一
一

evening

1) evening; last night
2) evening meal, dinner
3) evening
4) evening paper
5) evening; last night
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料 リョウ

1) 資料・しりょう
2) 無料・むりょう
3) 料金・りょうきん
4) 料理・りょうり
5) 材料・ざいりょう

建 た. てる, た. て, -だ. て, た. つ
ケン, コン

1) 建設・けんせつ
2) 建築・けんちく
3) 建物・たてもの
4) 再建・さいけん
5) 建設省・けんせつしょう

悪 わる. い, わる-, あ. し, にく. い, -にく. い
アク, オ

1) 悪・あく
2) 悪化・あっか
3) 最悪・さいあく
4) 悪さ・わるさ
5) 悪質・あくしつ

館 やかた, たて
カン

1) 会館・かいかん
2) 大使館・たいしかん
3) 美術館・びじゅつかん
4) 博物館・はくぶつかん
5) 図書館・としょかん, ずしょかん

屋 や
オク

1) 部屋・へや
2) 屋根・やね
3) 総会屋・そうかいや
4) 小屋・こや
5) 屋上・おくじょう

試 こころ. みる, ため. す
シ

1) 試み・こころみ
2) 試合・しあい
3) 試験・しけん
4) 入試・にゅうし
5) 試算・しさん

験 あかし, しるし, ため. す, ためし
ケン, ゲン

1) 経験・けいけん
2) 試験・しけん
3) 実験・じっけん
4) 受験・じゅけん
5) 体験・たいけん

英 はなぶさ
エイ

1) 英語・えいご
2) 英雄・えいゆう
3) 育英・いくえい
4) 英文・えいぶん
5) 英字・えいじ

習 なら. う, なら. い
シュウ, ジュ

1) 練習・れんしゅう
2) 学習・がくしゅう
3) 演習・えんしゅう
4) 習慣・しゅうかん
5) 講習・こうしゅう

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
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四
二

build

1) construction, establishment
2) construction, architecture
3) building
4) rebuilding, reconstruction, rehabilitation
5) Ministry of Construction

一
fee, materials

1) materials, data, document
2) free, no charge
3) fee, charge, fare
4) cooking, cookery, cuisine
5) ingredients, material

二
一

building, mansion, large building, palace

1) meeting hall, assembly hall
2) embassy
3) art gallery, art museum
4) museum
5) library

五
二

bad, vice, rascal, false, evil, wrong

1) evil, wickedness
2) (suffer) deterioration, growing worse
3) the worst
4) badness, mean mischief
5) bad quality, malignancy, vicious, malignant

二
一

test, try, attempt, experiment, ordeal

1) trial, experiment
2) match, game, bout, contest
3) examination, test, study, trial
4) entrance examination
5) trial calculation, preliminary calculation

一
一

roof, house, shop, dealer, seller

1) room; sumo stable
2) roof
3) extortionist that threatens to disrupt
stock?holder meetings
4) hut, cabin, shed, (animal) pen
5) rooftop

一
一

England, English

1) English (language)
2) hero, great man
3) education
4) sentence in English, article in English
5) English letter, alphabetic character

四
二

verification, effect, testing

1) experience
2) examination, test, study, trial
3) experiment
4) taking an examination
5) personal experience

一
weekday

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

二
二

learn

1) practice, practise
2) study, learning, tutorial
3) practice, practise, exercises, manoeuvres
4) custom, habit, manners
5) short course, training
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駅 エキ

1) 駅・えき
2) 駅前・えきまえ
3) 駅伝・えきでん
4) 宿駅・しゅくえき
5) 駅員・えきいん

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

洋 ヨウ

1) 太平洋・たいへいよう
2) 東洋・とうよう
3) 海洋・かいよう
4) 大西洋・たいせいよう
5) 西洋・せいよう

旅 たび
リョ

1) 旅・たび
2) 旅行・りょこう
3) 旅客・りょかく, りょきゃく
4) 旅館・りょかん
5) 旅客機・りょかくき, りょかっき

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

質 たち, ただ. す, もと, わりふ
シツ, シチ, チ

1) 質・しつ
2) 質問・しつもん
3) 実質・じっしつ
4) 物質・ぶっしつ
5) 実質的・じっしつてき

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

犬 いぬ, いぬ-
ケン

1) 犬・いぬ
2) 盲導犬・もうどうけん
3) 愛犬・あいけん
4) 飼い犬・かいいぬ
5) 野犬・やけん

服 フク

1) 服・ふく
2) 制服・せいふく
3) 服装・ふくそう
4) 不服・ふふく
5) 洋服・ようふく

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
station

1) station
2) in front of station
3) stagecoach, post horse
4) post town, relay station, stage
5) station attendant

一
一

trip, travel

1) travel, trip, journey
2) travel, trip
3) passenger (transport)
4) Japanese hotel, inn, ryokan
5) passenger plane

一
ocean, western style

1) Pacific Ocean
2) Orient
3) ocean
4) Atlantic Ocean
5) the west, Western countries

四
三

substance, quality, matter, temperament

1) quality
2) question, inquiry, enquiry
3) substance, essence
4) material, substance
5) substantial

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

二
一

dog

1) dog (Canis (lupus) familiaris)
2) guide dog for the blind, seeing eye dog
3) pet dog
4) pet dog
5) stray dog, ownerless dog

一
一

winter

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

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
clothing, admit, obey, discharge

1) clothes (esp. Western clothes)
2) uniform
3) garments
4) dissatisfaction, discontent, disapproval
5) Western?style clothes (cf traditional Japanese
clothes)
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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

私 わたくし, わたし
シ

1) 私・わたし, わたくし
2) 私立・しりつ, わたくしりつ
3) 私邸・してい
4) 私的・してき
5) 私鉄・してつ

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

飲 の. む, -の. み
イン, オン

1) 飲食・いんしょく
2) 飲料・いんりょう
3) 飲酒・いんしゅ
4) 飲み物・のみもの
5) 飲み水・のみみず

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

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

勉 つと. める
ベン

1) 勉強・べんきょう
2) 勤勉・きんべん
3) 勉学・べんがく
4) がり勉・がりべん
5) 勉める・つとめる

映 うつ. る, うつ. す, は. える, -ば. え
エイ

1) 映画・えいが
2) 映像・えいぞう
3) 上映・じょうえい
4) 放映・ほうえい
5) 映画館・えいがかん

借 か. りる
シャク

1) 借金・しゃっきん
2) 借りる・かりる
3) 借入金・かりいれきん
4) 借款・しゃっかん
5) 借り入れ・かりいれ
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二
一

private, I, me

1) I, me; private affairs, personal matter
2) private (establishment)
3) private residence
4) personal, private, proprietary
5) private railway

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

二
二

drink, smoke, take

1) food and drink, eating and drinking
2) (a) drink
3) drinking alcohol (sake)
4) drink, beverage
5) drinking water

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

三
一

fish

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

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

exertion

1) study; diligence; discount, reduction
2) industry, diligence
3) study, pursuit of knowledge
4) drudge, grind, someone who studies too much
5) to endeavor (endeavour), to try, to strive

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

一
一

borrow, rent

1) debt, loan, liabilities
2) to borrow, to have a loan; to rent, to hire
3) loan, loan payable, debt
4) (international) loan
5) debt

四
一

reflect, reflection, projection

1) movie, film
2) reflection, image
3) screening (a movie), showing
4) televising
5) movie theatre (theater), cinema

sources: JMdict and KANJIDIC by the Electronic Dictionaries Research Group - http://www.edrdg.org/

32



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

堂 ドウ

1) 食堂・しょくどう
2) 堂・どう
3) 講堂・こうどう
4) 堂々・どうどう
5) 一堂・いちどう

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

飯 めし
ハン

1) 飯・めし
2) 炊飯器・すいはんき
3) 米飯・べいはん
4) 日常茶飯事・にちじょうさはんじ
5) 残飯・ざんぱん

貸 か. す, か. し-, かし-
タイ

1) 貸出用・かしだしよう
2) 貸付・かしつけ
3) 賃貸・ちんたい
4) 貸し出し・かしだし
5) 貸し・かし

漢 カン

1) 漢字・かんじ
2) 漢方薬・かんぽうやく
3) 漢方・かんぽう
4) 漢詩・かんし, からうた
5) 漢文・かんぶん
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一
public chamber, hall

1) dining room, dining hall, cafeteria, messroom
2) temple, shrine, hall
3) auditorium
4) magnificent, grand, impressive, dignified
5) one building (hall, temple, shrine, room)

一
一

younger sister

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

一
一

meal, boiled rice

1) meals, food; cooked rice; one’s livelihood
2) rice cooker
3) cooked rice
4) everyday occurrence
5) food scraps, garbage

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

一
Sino?, China

1) Chinese characters, kanji
2) herbal medicine
3) traditional Chinese medicine
4) Chinese poetry
5) Chinese classical literature

三
一

lend

1) circulation or lending (e.g. library books)
2) loan
3) lease, rent, hire
4) lending, loaning
5) loan, lending

sources: JMdict and KANJIDIC by the Electronic Dictionaries Research Group - http://www.edrdg.org/
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