
日 ひ, -び, -か
ニチ, ジツ

1) 日・ひ
2) 同日・どうじつ
3) 日米・にちべい
4) 日本人・にほんじん, にっぽんじん
5) 毎日・まいにち

一 ひと-, ひと. つ
イチ, イツ

1) 一つ・ひとつ
2) 一月・いちがつ
3) 一般・いっぱん
4) 一番・いちばん
5) 一部・いちぶ

人 ひと, -り, -と
ジン, ニン

1) 外国人・がいこくじん
2) 個人・こじん
3) 三人・さんにん, みたり
4) 人間・にんげん
5) 人気・にんき

年 とし
ネン

1) 年・とし
2) 昨年・さくねん
3) 前年・ぜんねん
4) 年間・ねんかん
5) 来年・らいねん

大 おお-, おお. きい, -おお. いに
ダイ, タイ

1) 大きな・おおきな
2) 拡大・かくだい
3) 最大・さいだい
4) 大いに・おおいに
5) 大会・たいかい

十 とお, と
ジュウ, ジッ, ジュッ

1) 十・じゅう, と, とお
2) 十一・じゅういち, ジュウイチ
3) 十一月・じゅういちがつ
4) 十九・じゅうきゅう
5) 十月・じゅうがつ

二 ふた, ふた. つ, ふたた. び
ニ, ジ

1) 二・に, ふた, ふ, ふう
2) 二つ・ふたつ
3) 十二・じゅうに
4) 十二月・じゅうにがつ
5) 二月・にがつ

本 もと
ホン

1) 基本・きほん
2) 日本人・にほんじん, にっぽんじん
3) 本社・ほんしゃ, ほんじゃ
4) 本部・ほんぶ
5) 本の・ほんの

中 なか, うち, あた. る
チュウ

1) 中央・ちゅうおう
2) 中国・ちゅうごく
3) 中心・ちゅうしん
4) 中でも・なかでも
5) 中間・ちゅうかん

出 で. る, -で, だ. す, -だ. す, い. でる, い. だ
す
シュツ, スイ

1) 出す・だす
2) 出身・しゅっしん
3) 輸出・ゆしゅつ, しゅしゅつ
4) 出場・しゅつじょう
5) 進出・しんしゅつ
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二
二

one, one radical (no.1)

1) one
2) January
3) general, liberal, universal, ordinary
4) best, first, number one; game, round, bout
5) one part, one portion, one section, some

三
二

day, sun, Japan, counter for days

1) day, days; sun, sunshine, sunlight
2) the same day
3) Japan?America
4) Japanese person, Japanese people
5) every day

一
一

year, counter for years

1) year; age
2) last year
3) the preceding year, the previous year
4) year (period of)
5) next year

三
二

person

1) foreigner
2) individual, private person, personal, private
3) three people
4) human being, man, person
5) popular, popular feeling, business conditions

二
三

ten

1) 10, ten
2) 11, eleven
3) November
4) 19, nineteen
5) October

三
二

large, big

1) big, large, great
2) magnification, enlargement, expansion
3) greatest, largest, maximum
4) very, much, greatly, a lot of
5) convention, tournament, mass meeting, rally

一
一

book, present, main, true, real, counter for
long cylindrical things

1) foundation, basis, standard
2) Japanese person, Japanese people
3) head office, main office, headquarters
4) headquarters
5) mere, only, just

三
二

two, two radical (no.2)

1) two
2) two
3) 12, twelve
4) December
5) February

六
二

exit, leave

1) to take out, to get out; to put out
2) person’s origin (town, city, country, etc.)
3) export; efferent (medical)
4) (stage) appearance, participation
5) advance, step forward

三
一

in, inside, middle, mean, center

1) centre, central, center, middle
2) China; South?west most region of Honshu
3) center, centre, middle, heart, core, focus
4) among (other things), inter alia
5) middle, midway, interim
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三 み, み. つ, みっ. つ
サン, ゾウ

1) 三・さん, み
2) 三つ・みっつ
3) 三月・さんがつ
4) 三人・さんにん, みたり
5) 十三・じゅうさん

見 み. る, み. える, み. せる
ケン

1) 意見・いけん
2) 会見・かいけん
3) 見直し・みなおし
4) 見方・みかた
5) 見通し・みとおし

月 つき
ゲツ, ガツ

1) 一月・いちがつ
2) 九月・くがつ
3) 五月・ごがつ
4) 今月・こんげつ
5) 三月・さんがつ

生 い. きる, い. かす, い. ける, う. まれる,
う. まれ
セイ, ショウ

1) 生きる・いきる
2) 学生・がくせい
3) 生活・せいかつ
4) 生産・せいさん
5) 厚生省・こうせいしょう

五 いつ, いつ. つ
ゴ

1) 五・ご, いつ, い
2) 五月・ごがつ
3) 十五・じゅうご
4) 五輪・ごりん
5) 五十・ごじゅう, いそ, い

上 うえ, -うえ, うわ-, かみ, あ. げる, -あ. げ
る
ジョウ, ショウ, シャン

1) 上がったり・あがったり
2) 史上・しじょう
3) 事実上・じじつじょう
4) 上げ・あげ
5) 上昇・じょうしょう

四 よ, よ. つ, よっ. つ, よん
シ

1) 四・よん, し, よ
2) 四つ・よっつ
3) 四月・しがつ
4) 十四・じゅうし, じゅうよん
5) 四十・よんじゅう, しじゅう, よそ

金 かね, かな-, -がね
キン, コン, ゴン

1) お金・おかね
2) 金融・きんゆう
3) 金利・きんり
4) 献金・けんきん
5) 資金・しきん

九 ここの, ここの. つ
キュウ, ク

1) 九・きゅう, く, ここの, この, ここ
2) 九月・くがつ
3) 十九・じゅうきゅう
4) 九州・きゅうしゅう
5) 九十・きゅうじゅう, くじゅう

入 い. る, -い. る, -い. り, い. れる, -い. れ
ニュウ, ジュ

1) 入り・いり
2) 輸入・ゆにゅう, しゅにゅう
3) 購入・こうにゅう
4) 収入・しゅうにゅう
5) 導入・どうにゅう
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三
一

see, hopes, chances, idea, opinion, look at,
visible

1) opinion, view
2) interview, audience
3) review, reconsideration, revision
4) viewpoint
5) perspective, unobstructed view, outlook

三
二

three

1) three
2) three
3) March
4) three people
5) 13, thirteen

五
二

life, genuine, birth

1) to live, to exist
2) student (esp. a university student)
3) living, life (one’s daily existence)
4) production, manufacture
5) Ministry of Health and Welfare (now Ministry
of Health, Labour and Welfare)

一
二

month, moon

1) January
2) September
3) May
4) this month
5) March

六
三

above, up

1) doomed, in a bad state, poor (e.g. business)
2) historical
3) (as a) matter of fact, actually, in reality
4) rise in price, making a tuck
5) rising, ascending, climbing

二
一

five

1) five
2) May
3) 15, fifteen
4) the Olympics
5) fifty

三
三

gold

1) money
2) financing, credit transacting
3) interest rates
4) donation, contribution, offering
5) funds, capital

四
一

four

1) four
2) four
3) April
4) 14, fourteen
5) forty

五
二

enter, insert

1) entering; setting (of the sun); containing
2) importation, import, introduction
3) purchase, buy
4) income, receipts, revenue
5) introduction, bringing in, leading in

二
二

nine

1) nine
2) September
3) 19, nineteen
4) Kyushu (southernmost of the four main islands
of Japan)
5) ninety
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学 まな. ぶ
ガク

1) 学校・がっこう
2) 学生・がくせい
3) 大学・だいがく
4) 医学・いがく
5) 科学・かがく

円 まる. い, まる, まど, まど. か, まろ. やか
エン

1) 円・えん, まる
2) 円高・えんだか
3) 円安・えんやす
4) 円相場・えんそうば
5) 一円・いちえん

子 こ, -こ, ね
シ, ス, ツ

1) 子・こ
2) 子供・こども
3) 女子・じょし, おなご
4) 男子・だんし
5) 原子力・げんしりょく

八 や, や. つ, やっ. つ, よう
ハチ

1) 八・はち, や
2) 十八・じゅうはち
3) 八月・はちがつ
4) 八十・はちじゅう, やそ
5) 三十八度線・さんじゅうはちどせん

六 む, む. つ, むっ. つ, むい
ロク, リク

1) 六・ろく, む, むう
2) 六月・ろくがつ
3) 六十・ろくじゅう, むそ
4) 六十四分音符・ろくじゅうしぶおんぷ
5) 十六・じゅうろく

下 した, しも, もと, さ. げる, さ. がる, くだ.
る
カ, ゲ

1) 下・もと
2) 下げる・さげる
3) 引き下げ・ひきさげ
4) 下り・くだり
5) 下院・かいん

気 いき
キ, ケ

1) 気・き
2) 景気・けいき
3) 人気・にんき
4) 気持ち・きもち
5) 電気・でんき

小 ちい. さい, こ-, お-, さ-
ショウ

1) 小選挙区・しょうせんきょく
2) 小学校・しょうがっこう
3) 小説・しょうせつ
4) 小学生・しょうがくせい
5) 中小企業・ちゅうしょうきぎょう

七 なな, なな. つ, なの
シチ

1) 七・しち, なな, な
2) 七月・しちがつ
3) 十七・じゅうしち, じゅうなな
4) 七十・しちじゅう, ななじゅう, ななそ
5) 四十七士・しじゅうしちし

山 やま
サン, セン

1) 山・やま
2) 火山・かざん
3) 青山・せいざん
4) 山形・やまがた
5) 登山・とざん
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五
一

circle, yen, round

1) Yen, money; circle
2) high?valued yen
3) cheap yen
4) yen exchange rate
5) whole district, one yen, throughout

一
一

study, learning, science

1) school
2) student (esp. a university student)
3) post?secondary education institution
4) medical science, medicine
5) science

四
一

eight, eight radical (no. 12)

1) eight
2) 18, eighteen
3) August
4) eighty
5) the Thirty?eighth Parallel

三
三

child, sign of the rat, 11PM?1AM, first sign
of Chinese zodiac

1) child; young (animal); young woman
2) child, children
3) woman, girl
4) youth, young man
5) atomic energy

六
二

below, down, descend, give, low, inferior

1) under (esp. influence or guidance)
2) to hang, to lower, to move back, to wear
3) reduction, cut
4) down?train (going away from Tokyo)
5) lower house, lower (legislative) body

四
二

six

1) six
2) June
3) sixty
4) 64th note
5) 16, sixteen

四
一

little, small

1) small electoral district
2) primary school, elementary school
3) novel, (short) story
4) elementary school student
5) small to medium enterprises

一
二

spirit, mind, air, atmosphere, mood

1) spirit, mind, heart; nature, disposition
2) condition, state, business (condition)
3) popular, popular feeling, business conditions
4) feeling, sensation, mood
5) electricity; (electric) light

一
二

mountain

1) mountain; pile, heap; climax, critical point
2) volcano
3) blue or green mountain; grave, burial place
4) mountain?shaped
5) mountain climbing

三
一

seven

1) seven
2) July
3) 17, seventeen
4) seventy
5) The 47 Ronin
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女 おんな, め
ジョ, ニョ, ニョウ

1) 女・おんな
2) 女子・じょし, おなご
3) 女性・じょせい
4) 男女・だんじょ
5) 彼女・かのじょ

百 もも
ヒャク, ビャク

1) 百・ひゃく, もも
2) 二百・にひゃく
3) 三百・さんびゃく
4) 百貨店・ひゃっかてん
5) 百万・ひゃくまん

先 さき, ま. ず
セン

1) 先に・さきに
2) 先月・せんげつ
3) 先進国・せんしんこく
4) 先生・せんせい
5) 先発・せんぱつ

名 な, -な
メイ, ミョウ

1) 名・な
2) 名前・なまえ
3) 名誉・めいよ
4) 指名・しめい
5) 氏名・しめい

川 かわ
セン

1) 川・かわ, がわ
2) 小川・おがわ
3) 河川・かせん
4) 谷川・たにがわ
5) 江戸川・えどがわ

千 ち
セン

1) 千・せん, ち
2) 三千・さんぜん
3) 四千・よんせん
4) 千代・せんだい, ちよ
5) 千里・せんり

水 みず, みず-
スイ

1) 水・みず
2) 水準・すいじゅん
3) 水道・すいどう
4) 水面・すいめん, みなも, みのも
5) 水泳・すいえい

男 おとこ, お
ダン, ナン

1) 男・おとこ
2) 男子・だんし
3) 男性・だんせい
4) 長男・ちょうなん
5) 男女・だんじょ

校 コウ, キョウ

1) 学校・がっこう
2) 高校・こうこう
3) 校長・こうちょう
4) 高校生・こうこうせい
5) 小学校・しょうがっこう

土 つち
ド, ト

1) 土・つち, つし
2) 土地・とち
3) 領土・りょうど
4) 土曜・どよう
5) 国土・こくど
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一
二

hundred

1) 100, hundred
2) two hundred, 200
3) 300, three hundred; 300 mon, trifling amount
4) (department) store(s)
5) 1,000,000, one million; many

二
三

woman, female

1) woman
2) woman, girl
3) woman, female; feminine gender
4) man and woman, men and women
5) she, her; girl friend, girlfriend, sweetheart

二
二

name, noted, distinguished, reputation

1) name, reputation
2) name, full name; given name, first name
3) honor, honour, credit, prestige
4) name, nominate, designate
5) full name, identity

二
一

before, ahead, previous, future, precedence

1) before, earlier than, ahead, beyond, away
2) last month
3) advanced (developed) country
4) teacher, master, doctor
5) forerunner, advance party, going on ahead

一
一

thousand

1) 1,000, thousand
2) 3000; many
3) four thousand
4) thousand years; very long period, forever
5) 1000 ri, (a) long distance

一
一

stream, river, river or 3?stroke river radical
(no. 47)

1) river, stream; the .... river
2) streamlet, brook
3) rivers
4) mountain stream
5) Edo River

二
二

male

1) man
2) youth, young man
3) man, male; masculine gender
4) eldest son
5) man and woman, men and women

二
一

water

1) water (cold, fresh)
2) level, standard; water level
3) water service, water supply
4) water’s surface
5) swimming

一
二

soil, earth, ground, Turkey

1) earth, soil, dirt; the earth (historically
2) plot of land, lot, soil
3) dominion, territory, possession
4) Saturday
5) country, territory, domain, realm

二
exam, school, printing, proof, correction

1) school
2) senior high school
3) principal, headmaster
4) senior high school student
5) primary school, elementary school
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木 き, こ-
ボク, モク

1) 木・き
2) 青木・あおき, アオキ
3) 木造・もくぞう
4) 土木・どぼく
5) 木材・もくざい

車 くるま
シャ

1) 車・くるま
2) 自動車・じどうしゃ
3) 下車・げしゃ
4) 乗用車・じょうようしゃ
5) 自転車・じてんしゃ, じでんしゃ

白 しろ, しら-, しろ. い
ハク, ビャク

1) 白・しろ
2) 白書・はくしょ
3) 白人・はくじん
4) 空白・くうはく
5) 白紙・はくし

天 あまつ, あめ, あま-
テン

1) 天・てん, あめ, あま
2) 天皇・てんのう, すめらぎ, すめろぎ
3) 天気・てんき
4) 天皇陛下・てんのうへいか
5) 天井・てんじょう

火 ひ, -び, ほ-
カ

1) 火・ひ
2) 火山・かざん
3) 火災・かさい
4) 噴火・ふんか
5) 火砕流・かさいりゅう

右 みぎ
ウ, ユウ

1) 右・みぎ
2) 右翼・うよく
3) 左右・さゆう
4) 右派・うは
5) 右手・みぎて

左 ひだり
サ, シャ

1) 左・ひだり
2) 向かって左・むかってひだり
3) 左翼・さよく
4) 左右・さゆう
5) 左派・さは

休 やす. む, やす. まる, やす. める
キュウ

1) 休み・やすみ
2) 夏休み・なつやすみ
3) 休暇・きゅうか
4) 休日・きゅうじつ
5) 休業・きゅうぎょう

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
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一
一

car

1) car, automobile, vehicle; wheel
2) automobile
3) alighting (from train, bus, etc.)
4) passenger vehicle, automobile
5) bicycle

二
二

tree, wood

1) tree, wood, timber
2) Japanese laurel, spotted laurel
3) wooden, made of wood
4) public works
5) lumber, timber, wood

三
一

heavens, sky, imperial

1) sky; heaven
2) Emperor of Japan
3) weather, the elements; fair weather
4) His Majesty the Emperor
5) ceiling, ceiling price

三
二

white

1) white; good guy, ’white hat’
2) white paper
3) white person, Caucasian
4) blank space, vacuum, space, null (NUL)
5) blank paper, white paper

一
二

right

1) right, right hand side
2) right?wing
3) left and right; influence, control
4) right wing
5) right hand

三
一

fire

1) fire, flame, blaze
2) volcano
3) conflagration, fire
4) eruption
5) pyroclastic flow (type of volcanic eruption)

三
一

rest, day off, retire, sleep

1) rest, recess, respite; vacation, holiday
2) summer vacation, summer holiday
3) holiday, day off, furlough
4) holiday, day off
5) closed (e.g. store), business suspended

一
二

left

1) left, left hand side
2) on the left as one faces (it)
3) left?wing
4) left and right; influence, control
5) left wing

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
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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

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

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

雨 あめ, あま-, -さめ
ウ

1) 雨・あめ
2) 大雨・おおあめ
3) 梅雨・ばいう, つゆ
4) 雨水・あまみず, うすい
5) 雨量・うりょう

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
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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

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

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

六
一

empty, sky, void, vacant, vacuum

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

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

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

三
一

rain

1) rain
2) heavy rain
3) rainy season; rain during the rainy season
4) rain water
5) rainfall
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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

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

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

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

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

村 むら
ソン

1) 村・むら
2) 市町村・しちょうそん
3) 農村・のうそん
4) 山村・さんそん
5) 村長・そんちょう

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

石 いし
セキ, シャク, コク

1) 石・こく
2) 石油・せきゆ
3) 化石・かせき
4) 石炭・せきたん
5) 石橋・いしばし, せっきょう

竹 たけ
チク

1) 竹・たけ
2) 爆竹・ばくちく
3) 竹林・ちくりん, たけばやし
4) 竹刀・しない
5) 青竹・あおだけ

Visit kanjicards.org for newer versions!

13



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

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

一
二

flower

1) flower, blossom, bloom, petal
2) fireworks
3) (flower) petal
4) cherry blossom viewing, flower viewing
5) flower garden

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

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

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
一

evening

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

一
一

village, town

1) village
2) cities, towns and villages, municipalities
3) agricultural community, farm village, rural
4) mountain village
5) village headman

一
一

bamboo

1) bamboo
2) firecracker
3) bamboo thicket
4) (bamboo) fencing stick
5) green bamboo

一
三

stone

1) measure of volume (approx. 180.39 liters
2) oil, petroleum, kerosene
3) fossil, petrifaction, fossilization
4) coal
5) stone bridge
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森 もり
シン

1) 森・もり
2) 森林・しんりん
3) 森閑・しんかん
4) 森厳・しんげん
5) 森羅万象・しんらばんしょう

林 はやし
リン

1) 林・はやし
2) 森林・しんりん
3) 農林・のうりん
4) 山林・さんりん
5) 林業・りんぎょう

王 オウ, -ノウ

1) 王・おう
2) 国王・こくおう
3) 女王・じょおう
4) 王国・おうこく
5) 王座・おうざ

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

玉 たま, たま-, -だま
ギョク

1) 玉・たま
2) 目玉・めだま
3) 替え玉・かえだま
4) 玉虫色・たまむしいろ
5) お年玉・おとしだま

草 くさ, くさ-, -ぐさ
ソウ

1) 草・くさ
2) 草案・そうあん
3) 草の根・くさのね
4) 草原・そうげん, くさはら
5) 起草・きそう

耳 みみ
ジ

1) 耳・みみ
2) 耳目・じもく
3) 中耳炎・ちゅうじえん
4) 耳打ち・みみうち
5) 耳鼻咽喉科・じびいんこうか

虫 むし
チュウ, キ

1) 虫・むし
2) 昆虫・こんちゅう
3) 殺虫剤・さっちゅうざい
4) 虫歯・むしば, うし
5) 玉虫色・たまむしいろ

糸 いと
シ

1) 糸・いと
2) 糸口・いとぐち
3) 毛糸・けいと
4) 撚糸・ねんし
5) 生糸・きいと

貝 かい
バイ

1) 貝・かい
2) 貝殻・かいがら
3) 貝塚・かいずか, かいづか
4) 貝・ばい, バイ
5) 巻き貝・まきがい
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一
一

grove, forest

1) woods, forest, copse, thicket
2) forest, woods
3) agriculture and forestry
4) mountain forest, mountains and forest
5) forestry

一
一

forest, woods

1) forest; shrine grove
2) forest, woods
3) silence
4) solemn
5) all things in nature, the whole creation

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

二
king, rule, magnate

1) king, ruler, sovereign, monarch
2) king
3) queen
4) kingdom, monarchy
5) throne

三
一

grass, weeds, herbs, pasture, write, draft

1) grass
2) draft, draught
3) grassroots, rank and file, the roots of grass
4) grass?covered plain, grasslands, meadows
5) drafting, draughting, drawing up a bill

三
一

jewel, ball

1) ball, sphere; coin; jewel, pearl; testicles
2) eyeball; special feature, centerpiece
3) substitute, double
4) iridescent; equivocal, ambivalent
5) New Year’s gift

一
二

insect, bug, temper

1) insect
2) insect, bug
3) insecticide, pesticide
4) cavity, tooth decay, decayed tooth, caries
5) iridescent; equivocal, ambivalent

一
一

ear

1) ear; hearing; edge, crust
2) eye and ear; one’s attention, one’s interest
3) tympanitis (inflammation of middle ear)
4) whisper into a person’s ear
5) otorhinolaryngology, ear, nose and throat

一
一

shellfish

1) shell, shellfish
2) shell
3) shell heap, shell mound, kitchen midden
4) Japanese babylon (species of shelled mollusk
5) snail, spiral shell

一
一

thread

1) thread, yarn, string
2) thread end, beginning, clue
3) knitting wool
4) twisted thread or yarn
5) raw silk thread
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