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Ⅳ．本教材の使い方

１．対象レベル

　本教材の目標は、常用漢字すべてのマスターにありますので、常用漢字未習得の学習者であれば
誰でも、本教材を使って学習を進めることができます。
　しかし、基本的な漢字さえも知らなければ、漢字の字形一つを覚えるのにも大変な労力がかかり
ます。短期間で 2,000 を超える漢字を習得するには、すでに持っている漢字知識を有効に活用し
ていくことが必要不可欠です。基本的漢字を身につけていれば、新しい漢字を基本漢字の組み合わ
せとして、あるいは類似した字形の漢字として、そして同一の音や類似した意味の漢字として、効
率的に学ぶことができるのです。
　この意味で、本教材を使って効果的に学習するためには、最低限、通常の初級コースで学ぶ漢字
約 300 ～ 500 字程度を習得していることが必要です。具体的に言えば、本教材の学習漢字のうち、
第１・第２水準（1-350）の学習漢字の大部分が理解できる程度の漢字力は必要となります。この
レベル以上の学習者であれば、本教材の本冊とワークブックを並行して使用して、効率よく体系的
に漢字と語彙を学べるでしょう。
　現在まだ初級段階で勉強している人は、本教材の本冊を使って、教科書で勉強した漢字の知識を
整理し、熟語等の語彙を増やすことができます。その場合、ワークブックはある程度漢字と語彙の
知識が増えた段階で使い始めればいいでしょう。

２．どこから学習を始めるか

　大まかに言うと、本教材の第１水準と第２水準は初級段階、第３水準は中級段階、第４・第５水
準は上級段階、第６・第７水準は超上級段階となります。学習者は自分の知識・能力や勉強のしか
たの好みによってどこから勉強を始めてもかまいませんが、本教材は、常用漢字すべてをマスター
するための教材として構成されていますので、第１水準の初めから順に最後まで勉強することを薦
めます。第１・第２水準では、学習漢字の大部分はすでに知っていることと思いますが、そこでも
初級の語彙にとどまらず、中・上級学習者に必要な語彙を積極的に提示してあります。そのため、
第１水準から学習することは、中・上級学習者にとっても、語彙の拡充に十分、役立つでしょう。

３．本教材を使った漢字と漢字語彙の学習

　本教材を十分に活用していただくために、ここでは本教材の特長を生かした基本的な学習方法に
ついて解説します。
　本教材は、これまで漢字学習をしてきて、すでにある程度の漢字を習得している学習者を対象と
し、このような学習者が常用漢字すべてを理解できるようになるための教材として作成されていま
す。この目的のため、以下の三つの段階に分け、それぞれ４つのステップを踏んで学習を続けるよ
うになっています。
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〈学習者はワークブックを使って、以下のような要領で勉強を進めてください。〉

第一段階：基本語の学習（常用漢字の読みの習得）

ステップ１　学習漢字の基本的知識の形成
　本冊で学習漢字の字形、基本語（赤字）の意味と読み、及びそれを構成している漢字を確実
に覚えてください。この知識が各学習漢字の知識の基本になります。
ステップ２　学習漢字の意味と用法の理解
　本冊で基本語以外の語例を勉強し、学習漢字の意味と用法を確認してください。なお、まず
基本語（赤字）だけに絞って学習を進める場合は、覚える必要はありません。
ステップ３　語例の使い方と関連語の学習
　学習した漢字の語例の使い方や関連語をワークブックで勉強してください。基本語（赤字）
だけに絞って学習をする場合は、ワークブックの項目番号が黒丸で表示されているものだけを
してください。太字で示されている語が基本語ですので、その意味と読みと使い方を確実に覚
えてください。万が一分からない場合は、もう一度本冊に戻って勉強してください。
ステップ４　習得の確認
　基本語について、確実に習得しているかを確認してください。日本語の先生や友達に簡単な
クイズを作ってもらう、フラッシュカードを作る等もいい練習になります。また、ワークブッ
クに出ている文を自分で作れるかを試してみるのも役立ちます。

　以上、ステップ１～４の仕方で学習を続け、基本の学習を第 156 回まで修了します。基本
語はおよそ 3,700 語あります。これらすべてをマスターすることで、新聞や雑誌など、日常
目にする日本語の読み物に現れる漢字のほとんどについて、その意味や読みが推測できるよう
になるでしょう。

第三段階：　や　 　の語の学習（常用漢字の読みすべての習得と語彙の拡充）
　最後に、残った や 歴  特の語について、また第１回に戻って学習していきます。これらの
語は、一般的には重要性が低い語と考えられる語で、ワークブックでも扱われていません（
の語については、一部ワークブックでも扱っています）。本冊で確認をし、必要に応じて学習
を進めればいいでしょう。ただし、常用漢字の読みを 100% すべて完璧にできるようにした
い場合は、これらの語も含め、すべて読めるようにすることが必要となります。

歴 特

第二段階：無印語の学習（常用漢字の読みの復習と語彙の拡充）
　第二段階では、習得した常用漢字すべてについて、語彙を増強していきます。第１回に戻
り、基本語の復習と共に、 や 歴  特以外の語（無印の語）について、基本語についてと同様
の仕方で学習をしていきます。基本語学習ですでにすべての常用漢字は既習になっていますの
で、未習漢字を含む語例（＊を含むもの）についても学習をしてください。なお、無印の語に
ついては、そのすべてがワークブックで扱われているわけではなく、重要な語、使い方が難し
い語に絞っていますので注意してください。基本語の学習時よりも覚えるべき語数は多くなり
ますが、基本語の学習で常用漢字の字形や読みをすでに習得しているので、基本語の学習時よ
りも学習は速く進むでしょう。この方法で第 156 回まで修了します。
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６．凡　例

①見出し字／②漢字番号／③総画数と書き順

④漢字の読み
　１）常用漢字表にあげられた漢字の読みをすべて提示しました。

▲

には音読みを、

△

には訓読み
を示してあります。（　　）内は送りがなの部分です。

　２）細字は、その読みが常用漢字表の「特別なものまたは用法のごく狭いもの」であることを示
します。

⑤形の似ている字に関する情報
　場合によっては、形が似ている漢字について注意を促すため、cf. として見出し字部分の一番右
に、類似字とその漢字番号を示してあります。
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〈412-418〉  第24回 可 代 化 他 仏 第25回 位 供

▶た
▷ほか

 5 	仟	价	伉	佚	估  

他の たの，ほかの　another, other

他人 たにん　other persons

他国 たこく　other countries

その他 そのた，そのほか　“etc.”, miscellaneous

他方 たほう　the other party/direction, on the other 
hand

▶ぶつ
▷ほとけ

 4 	怦	怏	怺	恚  

仏教 ぶっきょう　Buddhism

大仏 だいぶつ　large statue of Buddha

日仏＊関＊係 ▲にちふつかんけい　Japanese-French relations

仏 ほとけ　Buddha

第　25　回

▶い
▷くらい

 7 	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫  

地位 ちい　(oneʼs social, an important, etc.) position, 
rank, status

学位 がくい　academic degree 

位置 いち　position, location　 –する be located　cf. 
地位（ちい）(social) position, rank, status

位 くらい　position, rank

▶きょう，く
▷そな（える），とも

 8 	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫  

子供 こども　child, son/daughter

お供 おとも　attendant, servant

自供 じきょう　 –する confess (to a crime)

供＊給 きょうきゅう　 –する supply　反 ＊需＊要（じゅよ
う） demand

供える そなえる　offer (to a god), make an offering 
(e.g., of flowers)

供物 くもつ　offering, votive offering

他
415

仏
416

位
417

供
418 1396

cf. 洪

▶か

 5 	馨	蛙	柿	蛎	鈎  

可能な かのうな　possible

可決 かけつ　 –する approve, adopt

可能＊性 かのうせい　possibility, potential, likelihood
＊不可能な ふかのうな　impossible
＊不可＊欠な ふかけつな　indispensable
＊不可分な／の ふかぶんな／の　indivisible

▶だい，たい
▷か（わる），か（える），よ，しろ

 5 	俑	俚	俐	俤	俥  

世代 せだい　generation

時代 じだい　era, period

古代 こだい　ancient times, antiquity
＊現代 げんだい　modern times, the present day, 

modern, contemporary

～年代 ～ねんだい　-ties (as in “the sixties”)

代理 だいり　proxy, deputy　 –する represent, act for

代金 だいきん　price, charge
＊交代 こうたい　 –する take turns

代わりに かわりに　in place of, in return/exchange for

お代わり おかわり　 –する have a second helping (of food), 
have another cup

千代田＊区 ちよだく　Chiyoda Ward (in Tokyo)

飲み代 のみしろ　money for drinking

▶か，け
▷ば（ける），ば（かす）

 4 	潅	竿	翰	莞  

文化 ぶんか　culture

化学 かがく　chemistry

強化 きょうか　 –する strengthen

合理化 ごうりか　 –する rationalize, streamline 
＊民主化 みんしゅか　 –する democratize

自＊由化 じゆうか　 –する deregulate

～化 ～か　-ize, -en, etc.

化＊粧 けしょう　 –する makeup, put on make up

化ける ばける　take the form/shape of, disguise 
oneself

可
412

代
413

化
414 ②

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①

③

④ ⑤
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〈48-53〉  第２回 先 生 学 校 第３回 家 部

▶がく
▷まな（ぶ）

 8 	鍾	鞘	丞	擾	杖	穣	埴	拭  

学校 がっこう　school

学生 がくせい　student

大学 だいがく　university, college

学長 がくちょう　president (of a university)

～学部 ～がくぶ　department of ～ , school of ～

入学 にゅうがく　 –する enter a school

学ぶ まなぶ　learn

▶こう

 10 	曾	曽	楚	狙	疏	蘇	遡	鼠	叢	爽  

学校 がっこう　school

小学校 しょうがっこう　elementary school

中学校 ちゅうがっこう　junior high school

高校 こうこう　high school

校長 こうちょう　principal, schoolmaster

第　３　回

▶か，け
▷いえ，や

 10 	槙	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	沫	迄  

家 いえ，▲うち　house, home

家族 かぞく　family

家＊庭 かてい　one’s home

家事 かじ　housework, housekeeping

家内 かない　my wife

国家 こっか　state, nation

作家 さっか　novelist　cf. 筆者（ひっしゃ） writer, 著
者（ちょしゃ） author

～家 ～け　the ～ family

大家 おおや　landlord, owner of a rented house/
apartment

▶ぶ

 
 
 

11 	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠
	尢

学
50

校
51

家
52

部
53

▶せん
▷さき

 6 	澱	兎	堵	妬	屠	杜  

先生 せんせい　teacher, master

先週 せんしゅう　last week

先々週 せんせんしゅう　the week before last

先月 せんげつ　last month

先々月 せんせんげつ　the month before last

先日 せんじつ　the other day

先に さきに　previously, beforehand

先ほど さきほど　a little while ago, some time ago

▶せい，しょう
▷い（きる），い（かす），い（ける），う（まれ
る），う（む），お（う），は（える），は（や
す），き，なま

 5 	柘	辻	蔦	綴	鍔  

先生 せんせい　teacher, master

学生 がくせい　student

生＊徒 せいと　pupil, student

生＊活 せいかつ　 –する live, make a living

生長 せいちょう　growth (of a plant)　 –する grow

一生 いっしょう　one’s (whole) life
＊誕生日 たんじょうび　birthday

生まれる うまれる　be born

生む うむ　yield, produce　cf. ＊産む（うむ） bear

生きる いきる　live

生き生きした いきいきした　lively, fresh

生かす いかす　make the most of, make the best use of

生け花 いけばな　the art of flower arrangement

生ビール なまビール　draft beer

生＊野＊菜 なまやさい　fresh vegetables

生える はえる　sprout, spring up
＊芝生 △しばふ　lawn, plot of grass

生地 きじ　cloth, clothing materials

生＊糸 きいと　raw silk

生い立ち おいたち　one’s background, one’s personal 
history

先
48

生
49
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〈88-94〉  第４回 小 長 短 朝 昼 夜 晩

▶ちょう
▷あさ

 
 
 

12 	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑
	徇	從  

朝 あさ　morning

朝ごはん あさごはん　breakfast

毎朝 まいあさ　every morning

朝日 あさひ　morning sun

朝食 ちょうしょく　breakfast

今朝 △けさ　this morning

▶ちゅう
▷ひる

 9 	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾  

昼 ひる　daytime, noon, midday

昼ごはん ひるごはん　lunch

昼休み ひるやすみ　lunch break

昼間 ひるま　daytime

昼食 ちゅうしょく　lunch

▶や
▷よ，よる

 8 	暈	暎	暉	暄	暘	暝	曁	暹  

夜 よる　night

夜明け よあけ　dawn, daybreak

夜中 よなか　in the night

今夜 こんや　tonight

夜食 やしょく　midnight snack

夜行＊列車 やこうれっしゃ　night train
＊昨夜 さくや，▲ゆうべ　last evening, last night

▶ばん

 
 
 

12 	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮
	袙	袢  

晩 ばん　evening, night

晩ごはん ばんごはん　dinner, supper

今晩 こんばん　tonight

朝
91

昼
92

夜
93

晩
94

大＊和＊朝＊廷 △やまとちょうてい　Yamato Chōtei, the 
ancient Japanese Imperial Court

大＊和＊絵 △やまとえ　Yamato-e painting

▶しょう
▷ちい（さい），こ，お

 3 	檀	弛	智  

小さい ちいさい　small, little

小学校 しょうがっこう　elementary school

大小 だいしょう　large and small, various sizes

小人 しょうにん　children (used in bus fares, etc.)

小人 しょうじん　insignificant person, small-minded 
person

小人 こびと　dwarf, sprite, pygmy

小＊指 こゆび　the little finger, the little toe

小＊鳥 ことり　little bird

小切手 こぎって　check

小川 おがわ　(small) stream

小＊豆 △あずき　adzuki beans

▶ちょう
▷なが（い）

 8 	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩  

長い ながい　long

長年 ながねん　for a long time

社長 しゃちょう　company president

部長 ぶちょう　department head

長時間 ちょうじかん　for a long time

長所 ちょうしょ　strong point, merit　cf.　反 短所
（たんしょ） weak point, shortcoming

▶たん
▷みじか（い）

 
 
 

12 	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔
	儚	儡  

短い みじかい　short, brief

短気な たんきな　short-tempered, easily angered

短所 たんしょ　weak point, shortcoming

長短 ちょうたん　strong points and weak points

短＊期大学 たんきだいがく　junior college　cf. abbr. 短大
（たんだい）

短＊期の たんきの　short-term

歴

歴

小
88

長
89

短
90
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第２回 南 北 方 白 黒 赤 青  〈41-47〉

明白な めいはくな　clear, obvious

白夜 びゃくや　nights under the midnight sun

白む しらむ　grow light

▶こく
▷くろ，くろ（い）

 
 
 

11 	雙	叟	曼	燮	叮	叨	叭	叺	吁	吽
	呀  

黒い くろい　black

黒 くろ　black

白黒テレビ しろくろテレビ　black-and-white television

黒＊字 くろじ　surplus, black (as in “be in the black”) 
反 赤＊字（あかじ） deficit, red (as in “be in the 
red”)

真っ黒い／な まっくろい／な　pitch-black

黒＊板 こくばん　blackboard

▶せき，しゃく
▷あか，あか（い），あか（らむ），あか（らめ
る）

 7 	蹄	鄭	釘	鼎	擢	鏑	溺  

赤い あかい　red

赤 あか　red

赤らめる あからめる　blush

真っ赤な △まっかな　bright/deep red

赤道 せきどう　the equator

赤外＊線 せきがいせん　infrared light/ray

赤十＊字 せきじゅうじ　the Red Cross

赤＊銅色 しゃくどういろ　bronze(-colored), copper(-
colored)

▶せい，しょう
▷あお，あお（い）

 8 	椿	潰	壷	嬬	紬	爪	吊	鶴  

青い あおい　blue

青 あお　blue

青白い あおじろい　pale

真っ青な △まっさおな　deep blue, pale

青春時＊代 せいしゅんじだい　youth, springtime of life

青少年 せいしょうねん　juveniles, young people
＊緑青 ろくしょう　copper/green rust, patina

黒
45

赤
46

青
47

特

▶なん，な
▷みなみ

 9 	戛	戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁  

南 みなみ　south

南アメリカ みなみアメリカ　South America

東南アジア とうなんアジア　Southeast Asia

南下 なんか　 –する go south

南＊無＊妙＊法＊蓮＊華＊経 なむみょうほうれんげきょう　
chant of the Tendai and Nichiren 
sects of Buddhism, taken from 
the Lotus Sutra

▶ほく
▷きた

 5 	攫	攴	攵	攷	收  

北 きた　north

北アメリカ きたアメリカ　North America

北風 きたかぜ　north wind

東北 とうほく　the Tohoku region, (the) northeast

北＊海＊道 ほっかいどう　Hokkaido

南北問題 なんぼくもんだい　North-South problem

北方＊領土 ほっぽうりょうど　the Northern Territories

▶ほう
▷かた

 4 	攜	攅	攤	攣  

方 ほう　direction, way

方＊向 ほうこう　direction

方々 ほうぼう　here and there, various places

食べ方 たべかた　way of eating, table manners

あの方 あのかた　the person over there [honorific]

行方 △ゆくえ　(one’s) whereabouts

▶はく，びゃく
▷しろ，しろ（い），しら

 5 	矧	萩	剥	柏	箔  

白い しろい　white

白 しろ　white

真っ白い／な まっしろい／な　pure white, as white as 
snow

南
41

歴

北
42

方
43

白
44
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第３回 屋 店 駅 銀 行  〈54-58〉

▶えき

 
 
 

14 	駕	廻	恢	魁	晦	芥	蟹	凱	咳	崖
	碍	蓋	鎧	骸  

駅 えき　station

駅前 えきまえ　in front of the station

東京駅 とうきょうえき　Tokyo Station

駅長 えきちょう　stationmaster

▶ぎん

 
 
 

14 	篠	偲	柴	屡	蕊	縞	紗	杓	灼	錫
	惹	腫	呪	綬  

銀行 ぎんこう　bank

日本銀行 にほんぎんこう　the Bank of Japan　cf. abbr. 
日銀（にちぎん）

銀 ぎん　silver

水銀 すいぎん　mercury, quicksilver

銀色 ぎんいろ　silver, silvery

▶こう，ぎょう，あん
▷い（く），ゆ（く），おこな（う）

 6 	勁	勍	勗	勞	勣	勦  

銀行 ぎんこう　bank

旅行 りょこう　 –する make a trip, travel

行動 こうどう　behavior, conduct, action　 –する act, 
behave

行く いく，ゆく　go

行方 △ゆくえ　(one’s) whereabouts

行う おこなう　do, carry out, hold　cf. 行われる（お
こなわれる） be carried out, be held

行い おこない　act, action, deed, behavior

行事 ぎょうじ　event

行＊政 ぎょうせい　administration

行 ぎょう　line (in a text)

～行目 ～ぎょうめ　line (one/two/etc.)

行＊脚 あんぎゃ　 –する make a pilgrimage, go on a 
(walking) tour

駅
56

銀
57

行
58

歴

部長 ぶちょう　department head

人事部 じんじぶ　personnel department

部下 ぶか　subordinate, one’s men

本部 ほんぶ　headquarters, head office

外部の がいぶの　outside, external, exterior

内部の ないぶの　inside, internal, interior

全部 ぜんぶ　all, whole

一部 いちぶ　a portion, a part of

部分 ぶぶん　one portion, one part

大部分 だいぶぶん　most of ～ , the majority of ～

部屋 △へや　room

▶おく
▷や

 9 	椛	樺	鞄	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛  

本屋 ほんや　bookstore

花屋 はなや　flower shop, flower stall

八百屋 △やおや　fruit and vegetable shop

部屋 △へや　room

小屋 こや　hut, shed, shack

屋＊根 やね　roof

屋上 おくじょう　housetop, roof

屋内プール おくないプール　indoor (swimming) poor

屋外 おくがい　outdoor, open-air

家屋 かおく　houses

母屋 △おもや　main building/house　cf. can be 
written as 母家

▶てん
▷みせ

 8 	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	恊  

店 みせ　store, shop

夜店 よみせ　night stall/stand

店屋 みせや　shops and stores

店長 てんちょう　store manager

本店 ほんてん　the main (office/store)
＊支店 してん　branch office/store
＊支店長 してんちょう　branch manager

屋
54

歴

店
55
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〈599-607〉  第40回 嫁 婿 娘 良 飾 飯 坂 皆 第41回 階

▶しょく
▷かざ（る）

 
 
 

13 	韮	任	認	濡	祢	葱	熱	年	念	撚
	燃	乃	廼  

飾る かざる　decorate, adorn

着飾る きかざる　get dressed up
＊修飾 しゅうしょく　 –する modify (in grammar)
＊装飾＊品 そうしょくひん　ornaments, decorations

▶はん
▷めし

 
 
 

12 	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
	蛟	蛛  

ご飯 ごはん　cooked rice, a meal

夕飯 ゆうはん　dinner

赤飯 せきはん　rice cooked with adzuki (red) beans

飯 めし　cooked rice, a meal, food (informal/
rough)　cf. ご飯（ごはん） 

▶はん
▷さか

 7 	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壗  

坂 さか　slope

登坂 とうはん，とはん　 –する go up a slope

▶かい
▷みな

 9 	銭	閃	前	善	然	全	糎	岨	曾  

皆さん みなさん　everybody

皆勤 かいきん　 –する have perfect attendance (at 
work)

皆無 かいむ　none, nothing

第　41　回

▶かい

 
 
 

12 	笈	渠	鋸	禦	亨	侠	僑	兇	匡	卿
	喬	彊

飾
603

飯
604

坂
605 987   1948

cf. 板 阪

皆
606

階
607

同姓 どうせい　the same surname

夫婦別姓 ふうふべっせい　use of different surnames by a 
married couple

＊旧姓 きゅうせい　oneʼs maiden name

百姓 ひゃくしょう　farmer

▶か
▷よめ，とつ（ぐ）

 
 
 

13 	捨	社	紗	者	謝	車	借	尺	錫	若
	弱	惹	主  

花嫁 はなよめ　bride

嫁 よめ　bride, daughter-in-law
＊責＊任転嫁 せきにんてんか　 –する shift the responsibility 

(for something on somebody)

嫁ぐ とつぐ　get married

▶せい
▷むこ

 
 
 

12 	孅	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳
	孵	學  

花婿 はなむこ　bridegroom

婿＊養子 むこようし　son-in-law who has taken wifeʼs 
family name

女婿 じょせい　son-in-law

▷むすめ

 10 	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔  

娘 むすめ　(my) daughter, young woman

▶りょう
▷よ（い）

 7 	赳	趁	趙	跂	趾	趺	跏  

良い よい　good, nice, fine

最良の さいりょうの　best

消化不良 しょうかふりょう　indigestion

不良 ふりょう　delinquency

不良＊品 ふりょうひん　sub-standard product

良心 りょうしん　oneʼs conscience

野良犬 △のらいぬ　ownerless/stray dog

歴

嫁
599 1232

cf. 稼

婿
600

娘
601

良
602
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［ 12 ］

⑥難易度を示すマーク／⑦語例
　学習の便宜のために、語例には難易度を示しています。

　△…… その語例が常用漢字表の ｢付表｣ の語彙であることを示す。これらは常用漢字表で認めら
れている当て字や熟字訓である。

　＊…… 未習漢字（ただし、すぐ次に学習漢字として出てくる場合は無印。第１・第２水準の漢字
（１-350）はすべて既習漢字として扱った。）

　▲……常用漢字以外の漢字

⑧語例の読み
　特殊な読み方をする語例には、以下の印をつけました。

　基本 語（赤字）……その学習漢字の読みをマスターする上で必要不可欠であり、かつ基本的と考
えられる語。この基本語だけを学習すれば、全常用漢字の読みの大部分をマスターできるよ
うに構成されています。全部で約 3,700 語あります。

　 ……語彙的に難易度が高く、学習の優先順位が他の語例に比べて低い語。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （＊は未習漢字を表す。）

　歴……歴史・文学に関する特殊な語、現在ではあまり使われない語

　特……きわめてまれにしか使われない特殊な語、使用域が限られている語

　本教材では、まず赤字の基本語だけを学習します。基本語を身につけるだけで、常用漢字の読み
の大部分がマスターできます。基本語の学習が終わったら、黒字で印のついていない語を学習しま
す。これにより、よく使われる重要な語彙を増強することができます。最後に の語を学習し、必
要に応じて 歴  特の語の学習に進みます。このように、基本語から始め、難易度をステップアップ
しながら常用漢字全体を繰り返し学習することで、記憶の定着と語彙の増強が合わせてできます。
　語例の中に未習漢字や学習漢字以外の漢字が含まれる場合は、それらの漢字に以下の印をつけま
した。

10

〈48-53〉  第２回 先 生 学 校 第３回 家 部

▶がく
▷まな（ぶ）

 8 	鍾	鞘	丞	擾	杖	穣	埴	拭  

学校 がっこう　school

学生 がくせい　student

大学 だいがく　university, college

学長 がくちょう　president (of a university)

～学部 ～がくぶ　department of ～ , school of ～

入学 にゅうがく　 –する enter a school

学ぶ まなぶ　learn

▶こう

 10 	曾	曽	楚	狙	疏	蘇	遡	鼠	叢	爽  

学校 がっこう　school

小学校 しょうがっこう　elementary school

中学校 ちゅうがっこう　junior high school

高校 こうこう　high school

校長 こうちょう　principal, schoolmaster

第　３　回

▶か，け
▷いえ，や

 10 	槙	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	沫	迄  

家 いえ，▲うち　house, home

家族 かぞく　family

家＊庭 かてい　one’s home

家事 かじ　housework, housekeeping

家内 かない　my wife

国家 こっか　state, nation

作家 さっか　novelist　cf. 筆者（ひっしゃ） writer, 著
者（ちょしゃ） author

～家 ～け　the ～ family

大家 おおや　landlord, owner of a rented house/
apartment

▶ぶ

 
 
 

11 	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠
	尢

学
50

校
51

家
52

部
53

▶せん
▷さき

 6 	澱	兎	堵	妬	屠	杜  

先生 せんせい　teacher, master

先週 せんしゅう　last week

先々週 せんせんしゅう　the week before last

先月 せんげつ　last month

先々月 せんせんげつ　the month before last

先日 せんじつ　the other day

先に さきに　previously, beforehand

先ほど さきほど　a little while ago, some time ago

▶せい，しょう
▷い（きる），い（かす），い（ける），う（まれ
る），う（む），お（う），は（える），は（や
す），き，なま

 5 	柘	辻	蔦	綴	鍔  

先生 せんせい　teacher, master

学生 がくせい　student

生＊徒 せいと　pupil, student

生＊活 せいかつ　 –する live, make a living

生長 せいちょう　growth (of a plant)　 –する grow

一生 いっしょう　one’s (whole) life
＊誕生日 たんじょうび　birthday

生まれる うまれる　be born

生む うむ　yield, produce　cf. ＊産む（うむ） bear

生きる いきる　live

生き生きした いきいきした　lively, fresh

生かす いかす　make the most of, make the best use of

生け花 いけばな　the art of flower arrangement

生ビール なまビール　draft beer

生＊野＊菜 なまやさい　fresh vegetables

生える はえる　sprout, spring up
＊芝生 △しばふ　lawn, plot of grass

生地 きじ　cloth, clothing materials

生＊糸 きいと　raw silk

生い立ち おいたち　one’s background, one’s personal 
history

先
48

生
49

5

第
１
水
準

第１回 月 火 水 木 金  〈17-21〉

▶すい
▷みず

 4 	銚	捗	椎	槌  

水曜日 すいようび　Wednesday

水 みず　water

水道 すいどう　waterworks, water service, tap water

水＊星 すいせい　Mercury
＊清水寺 きよみずでら　Kiyomizu Temple (in Kyoto)

▶ぼく，もく
▷き，こ

 4 	溌	醗	筏	鳩  

木曜日 もくようび　Thursday

木 き　tree

木々 きぎ　trees

大木 たいぼく　big tree

木＊星 もくせい　Jupiter

木＊綿 △もめん　cotton

木立 こだち　grove, cluster of trees

▶きん，こん
▷かね，かな

 8 	錐	瑞	嵩	趨	雛	椙	菅	頗  

金曜日 きんようび　Friday

金 きん　gold

（お）金 （お）かね　money

お金持ち おかねもち　rich person, wealthy people

金＊星 きんせい　Venus

金物屋 かなものや　hardware store

金＊堂 こんどう　main hall of a temple, golden 
pavilion

＊黄金 おうごん，こがね　gold

水
19

木
20

金
21

日 ひ　day, sun

日ざし ひざし　sunlight

毎日 まいにち　every day

日本 にほん，にっぽん　Japan

休日 きゅうじつ　holiday, day off
＊祝日 しゅくじつ　national holiday

一日 △ついたち　the first day of a month

二日 △ふつか　the second day of a month, two days

三日 みっか　the third day of a month, three days
＊昨日 さくじつ，△きのう　yesterday

今日 △きょう　today

明日 みょうにち，△あす，▲あした　tomorrow

▶げつ，がつ
▷つき

 4 	戚	脊	蹟	碩  

月曜日 げつようび　Monday

月 つき　month, moon

月見 つきみ　moon-viewing

三日月 みかづき　crescent moon

一月 いちがつ　January

一か月 いっかげつ　one month

五月 △さつき　name for fifth month of lunar calendar

五月雨 △さみだれ　early summer rain

▶か
▷ひ，ほ

 4 	哨	嘗	妾	娼  

火曜日 かようび　Tuesday

火 ひ　fire, flame

火事 かじ　fire

火＊星 かせい　Mars

火＊影 ほかげ　light of a fire/flame

月
17

歴

歴

火
18

「々」の使い方

々, as in 人々, is a sign to repeat the preceding kanji.

ex.　木々（きぎ）　時々（ときどき）　方々（かたがた，ほうぼう）
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月曜日 げつようび　Monday

月 つき　month, moon

月見 つきみ　moon-viewing

三日月 みかづき　crescent moon

一月 いちがつ　January
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火曜日 かようび　Tuesday

火 ひ　fire, flame

火事 かじ　fire

火＊星 かせい　Mars

火＊影 ほかげ　light of a fire/flame

月
17

歴

歴

火
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「々」の使い方

々, as in 人々, is a sign to repeat the preceding kanji.

ex.　木々（きぎ）　時々（ときどき）　方々（かたがた，ほうぼう）
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第
１
水
準

第４回 誰 名 高 安 新 古 大  〈81-87〉

▶しん
▷あたら（しい），あら（た），にい

 
 
 

13 	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	奸	妁	妝
	佞	侫	妣  

新しい あたらしい　new

新聞 しんぶん　newspaper

新車 しんしゃ　new car　cf. 中古車（ちゅうこしゃ） 
used car

新入生 しんにゅうせい　new student

新入社＊員 しんにゅうしゃいん　new employee

新たな あらたな　new

新＊妻 にいづま　newly married woman

▶こ
▷ふる（い），ふる（す）

 5 	册	冉	冏	冑	冓  

古い ふるい　old

古本 ふるほん　used book

使い古す つかいふるす　wear out (by use)

中古車 ちゅうこしゃ　used car

古＊典文学 こてんぶんがく　classical literature

古文 こぶん　ancient writings, classics

古今東西 ここんとうざい　all ages and countries/places

▶だい，たい
▷おお，おお（きい），おお（いに）

 3 	苫	寅	酉  

大きい おおきい　big, large

大いに おおいに　very, exceedingly

大学 だいがく　university, college

大小 だいしょう　large and small, various size

大＊丈夫 だいじょうぶ　all right, okay, safe

大＊豆 だいず　soybean

大国 たいこく　big/powerful nation

大金 たいきん　large amount of money

大した たいした　great, serious, important, 
considerable (as in 大した問題ではない )

大して たいして　not very ～ , not so much ～

大人 △おとな　adult

新
85

歴

古
86

大
87

▷だれ

 
 
 

15 	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮
	沱	沾	沺	泛	泯  

誰 だれ　who

▶めい，みょう
▷な

 6 	斑	氾	汎	釆	挽	磐  

名前 なまえ　name

人名 じんめい　personal name

地名 ちめい　place name

名人 めいじん　master, expert
＊仮名 △かな　kana, Japanese syllabary

名残 △なごり　remains, vestiges

大名 だいみょう　daimyō, feudal lord

▶こう
▷たか（い），たか，たか（まる），たか（める）

 10 	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈	甸	匍  

高い たかい　high, expensive

円高 えんだか　rise in the exchange rate of the yen

売上高 うりあげだか　sales, turnover

高まる たかまる　rise, be raised

高校 こうこう　high school

高気＊圧 こうきあつ　high atmospheric pressure

▶あん
▷やす（い）

 6 	葦	芦	鯵	梓	斡	宛  

安い やすい　cheap, inexpensive

ドル安 ドルやす　fall in the exchange rate of the dollar

安心 あんしん　 –する feel relieved, stop worrying, feel 
at ease　cf.　反 心＊配（しんぱい）　 –する be 
worried, be anxious

安全 あんぜん　safety
＊不安 ふあん　anxiety

誰
81

名
82

歴

高
83

安
84
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〈321-326〉  第16回 物 第17回 族 公 園 医 宿

公立高校 こうりつこうこう　public high school

公＊共＊施＊設 こうきょうしせつ　public/community 
facilities

公＊共事業 こうきょうじぎょう　government enterprise

公＊共＊交通システム こうきょうこうつうシステム　
public transportation system

公言 こうげん　 –する declare

公＊平な こうへいな　fair, impartial

公＊正な こうせいな　just, fair, righteous

主人公 しゅじんこう　main character (of a story, etc.)

公の おおやけの　public, official, formal

▶えん
▷その

 
 
 

13 	蕪	楓	葺	蕗	淵	弗	鮒	吻	扮	焚
	糞	蔽	頁  

公園 こうえん　park, square

動物園 どうぶつえん　zoo
＊植物園 しょくぶつえん　botanical garden

遊園地 ゆうえんち　amusement park, recreational 
grounds

日本＊庭園 にほんていえん　Japanese garden

園＊芸 えんげい　gardening

花園 はなぞの　flower garden

▶い

 7 	杏	伊	夷	惟	椅	畏	萎  

医者 いしゃ　doctor

医＊師 いし　doctor

医学 いがく　medical science

医学部 いがくぶ　medical department

名医 めいい　great doctor, skilled physician

女医 じょい　female doctor

▶しゅく
▷やど，やど（る），やど（す）

 
 
 

11 	樋	簸	枇	毘	琵	眉	柊	稗	疋	髭
	彦  

宿題 しゅくだい　homework

園
324

医
325

宿
326

人文＊科学 じんぶんかがく　humanities

文＊字 もじ　letter (of the alphabet, etc.)

文 ふみ　a letter (to someone)

▶ぶつ，もつ
▷もの

 8 	岶	岼	岷	峅	岾	峇	峙	峩  

物 もの　thing, object, substance, article

飲（み）物 のみもの　drink, beverage

食べ物 たべもの　food

本物 ほんもの　genuine article, real thing
＊偽物 にせもの　imitation, fake

生き物 いきもの　living thing, creature, animal, life

動物 どうぶつ　animal
＊植物 しょくぶつ　plants

生物 せいぶつ　living things, organisms, life

生物学 せいぶつがく　biology

物理＊的に ぶつりてきに　physically

物理学 ぶつりがく　physics

物質 ぶっしつ　matter, substance

物＊価 ぶっか　prices (of commodities, etc.)

名物 めいぶつ　local specialty, well-known product

食物 しょくもつ　food

第　17　回

▶ぞく

 
 
 

11 	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗	仞
	仭  

家族 かぞく　family

部族 ぶぞく　tribe
＊民族 みんぞく　people, ethnic group

族＊議＊員 ぞくぎいん　Diet member who works on 
policy-making in a particular field

▶こう
▷おおやけ

 4 	刮	刳	刹	剏  

公園 こうえん　park, square

歴

物
321

族
322

公
323

115

第
３
水
準

第51回 致 第52回 改 配 酔 針 録 緑 縁  〈725-732〉

▶しん
▷はり

 10 	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀	簇  

方針 ほうしん　policy, guidelines

針路 しんろ　course, direction (of a ship/airplane/
etc.)　cf. 進路（しんろ） course, direction (in 
general)

針 はり　needle

針金 はりがね　a wire

▶ろく

 
 
 

16 	逶	逵	逹	迸	遏	遐	遑	遒	逎	遉
	逾	遖	遘	遞	遨	遯  

録音 ろくおん　 –する record (speech, sound, etc.)

録画 ろくが　 –する record (video)

記録 きろく　 –する record

付録 ふろく　supplement, appendix

▶りょく，ろく
▷みどり

 
 
 

14 	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
	憇	憬	憔	憚  

緑 みどり　green

緑色 みどりいろ　green

新緑 しんりょく　fresh verdure

緑地 りょくち　green tract of land

葉緑素 ようりょくそ　chlorophyll

緑青 ろくしょう　copper/green rust, patina

▶えん
▷ふち

 
 
 

15 	庚	康	弘	昂	晃	杭	校	構	浩	港
	皇	糠	紅	紘	耕  

縁 えん　fate, karma, a relation

因縁 いんねん　fate, connection

縁＊側 えんがわ　veranda

縁 ふち　edge

針
729

録
730

緑
731

特

縁
732

敷く しく　pave, cover, spread/lay out (a futon, mat, 
etc.)

敷設 ふせつ　 –する lay (a pipe, etc.), construct (a 
railroad)

▶ち
▷いた（す）

 10 	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕  

一致 いっち　 –する agree, be consistent

合致 がっち　 –する agree, be consistent

致死量 ちしりょう　lethal dose

致＊命＊傷 ちめいしょう　fatal wound

致す いたす　do [polite]

第　52　回

▶かい
▷あらた（める），あらた（まる）

 7 	晤	晧	晨	晟	晢	晰	暃  

改良 かいりょう　 –する improve

改正 かいせい　 –する revise, amend

改善 かいぜん　 –する improve, make better

改める あらためる　revise, change, renew

改めて あらためて　newly, again, on another time

▶はい
▷くば（る）

 10 	圀	囿	圄	圉	圈	國	圍	圓	團	圖  

心配 しんぱい　 –する worry

支配 しはい　 –する  control, rule over

配達 はいたつ　 –する deliver

配る くばる　distribute, deliver

▶すい
▷よ（う）

 
 
 

11 	立	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	龍
	旅  

酔う よう　get drunk

酔っ払い よっぱらい　drunk
＊麻酔 ますい　anesthesia

致
725

改
726

配
727

酔
728

29

第
１
水
準

第８回 走 話 聞 読 書 借  〈177-182〉

新聞 しんぶん　newspaper

前＊代＊未聞の ぜんだいみもんの　unheard-of, 
unprecedented

▶どく，とく，とう
▷よ（む）

 
 
 

14 	懋	罹	懍	懦	懣	懶	懺	懴	懿	懽
	懼	懾	戀	戈  

読む よむ　read

読書 どくしょ　 –する read books

読者 どくしゃ　reader

読＊経 △どきょう，△どっきょう　 –する chant a sutra
＊句読＊点 くとうてん　punctuation marks

読本 とくほん　reader (as in a textbook)

▶しょ
▷か（く）

 10 	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	墟	墫	墺  

書く かく　write

書き手 かきて　writer

書き取り かきとり　dictation, kanji quiz

前書き まえがき　preface

読書 どくしょ　 –する read books

書名 しょめい　title (of a book)

書店 しょてん　bookstore

書道 しょどう　calligraphy

書物 しょもつ　books

▶しゃく
▷か（りる）

 10 	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜  

借りる かりる　borrow, rent

借り かり　debt, a loan

借金 しゃっきん　debt, loan　 –する borrow money

借家 しゃくや　rented house

貸借 たいしゃく　 –する lend and borrow, debt and 
credit

読
180

書
181

借
182

歩く あるく　walk

歩道 ほどう　sidewalk

歩行者 ほこうしゃ　pedestrian

～歩 ～ほ／ぽ　～ step(s)

進歩 しんぽ　 –する advance, progress, improve

歩合 ぶあい　percentage, commission

歩み あゆみ　walking, history (of a company/school/
etc.)

歩 ふ　pawn (in Japanese chess)

▶そう
▷はし（る）

 7 	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂	嶢  

走る はしる　run

走者 そうしゃ　runner
＊競走 きょうそう　 –する run in a race
＊師走 △しわす　name for twelfth month of lunar 

calendar

▶わ
▷はな（す），はなし

 
 
 

13 	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	梟
	梏	梭	梔  

話す はなす　talk, tell, speak

話し手 はなして　speaker

話し中 はなしちゅう　(the line is) busy

話し合う はなしあう　talk, discuss

話し合い はなしあい　talk, discussion

立ち話 たちばなし　stand chatting/talking

電話 でんわ　telephone　 –する call

会話 かいわ　conversation　 –する talk

▶ぶん，もん
▷き（く），き（こえる）

 
 
 

14 	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼
	據	擒	擅	擇  

聞く きく　hear, listen

聞き手 ききて　hearer, listener

聞こえる きこえる　(can) be heard, (can) hear

特

走
177

話
178

聞
179

2

〈1-5〉  第１回 一 二 三 四 五

第　１　回

▶いち，いつ
▷ひと，ひと（つ）

 1 	一  

一 いち　one

一分 いっぷん　one minute
＊統一 とういつ　 –する unify

一＊般＊的な いっぱんてきな　general, common
＊唯一の ゆいいつの　only, sole

一人 △ひとり　one person

一人一人 △ひとりひとり　one (person) by one, one 
(person) at a time

一つ ひとつ　one (thing)

一目で ひとめで　at a glance, at first sight

一日 △ついたち　the first day of a month

一日 いちにち　one day

▶に
▷ふた，ふた（つ）

 2 	巴	播  

二 に　two

二分 にふん　two minutes

二人 △ふたり　two persons

二つ ふたつ　two (things)

二日 △ふつか　the second day of a month, two days

二十日 △はつか　the twentieth day of a month, twenty 
days

二十＊歳 △はたち　twenty years old

一
1

二
2

▶さん
▷み，み（つ），みっ（つ）

 3 	漕	痩	糟  

三 さん　three

三分 さんぷん　three minutes

三人 さんにん　three persons

三つ みっつ　three (things)

三日 みっか　the third day of a month, three days

三つ＊角 みつかど　three-way junction

三日月 みかづき　crescent moon

▶し
▷よ，よ（つ），よっ（つ），よん

 5 	其	揃	遜	汰	詑  

四 よん，し　four

四分 よんぷん　four minutes

四人 よにん　four persons

四つ よっつ　four (things)

四日 よっか　the fourth day of a month, four days

四月 しがつ　April

四つ＊角 よつかど　crossroads, four-way junction, a 
(street) corner

▶ご
▷いつ，いつ（つ）

 4 	詮	賎	閃	膳  

五 ご　five

五分 ごふん　five minutes

三
3

四
4

五
5

数
かぞ
え方
かた
1

一分（いっぷん）　二分（にふん）　三分（さんぷん）　四分（よんぷん）　五分（ごふん）

六分（ろっぷん）　七分（ななふん）　八分（はちふん / はっぷん）　九分（きゅうふん）

十分（じっぷん / じゅっぷん）

一人（ひとり）　二人（ふたり）　三人（さんにん）　四人（よにん）　五人（ごにん）

六人（ろくにん）　七人（しちにん /ななにん）　八人（はちにん）　九人（きゅうにん / くにん）

十人（じゅうにん）

2
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1

二
2
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▶し
▷よ，よ（つ），よっ（つ），よん

 5 	其	揃	遜	汰	詑  

四 よん，し　four

四分 よんぷん　four minutes

四人 よにん　four persons

四つ よっつ　four (things)

四日 よっか　the fourth day of a month, four days

四月 しがつ　April

四つ＊角 よつかど　crossroads, four-way junction, a 
(street) corner

▶ご
▷いつ，いつ（つ）

 4 	詮	賎	閃	膳  

五 ご　five

五分 ごふん　five minutes

三
3

四
4

五
5

数
かぞ
え方
かた
1

一分（いっぷん）　二分（にふん）　三分（さんぷん）　四分（よんぷん）　五分（ごふん）

六分（ろっぷん）　七分（ななふん）　八分（はちふん / はっぷん）　九分（きゅうふん）

十分（じっぷん / じゅっぷん）

一人（ひとり）　二人（ふたり）　三人（さんにん）　四人（よにん）　五人（ごにん）

六人（ろくにん）　七人（しちにん /ななにん）　八人（はちにん）　九人（きゅうにん / くにん）

十人（じゅうにん）
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〈145-150〉  第６回 茶 地 鉄 者 所 外

医者 いしゃ　doctor

前者 ぜんしゃ　the former

後者 こうしゃ　the latter
＊第三者 だいさんしゃ　third person/party

若者 わかもの　young person

うちの者 うちのもの　member of one’s family/group　
cf. よそ者（よそもの） outsider to one’s family/
group

▶しょ
▷ところ

 8 	膝	菱	肘	弼	畢	逼	桧	媛  

近所 きんじょ　neighborhood

住所 じゅうしょ　address

場所 ばしょ　place

研究所 けんきゅうじょ　(research) laboratory, research 
institute

所長 しょちょう　head/chief/manager (of an office)

名所 めいしょ　famous place/sight

発電所 はつでんしょ　electric power plant

長所 ちょうしょ　strong point, merit

短所 たんしょ　weak point, shortcoming

所＊得 しょとく　income

所 ところ　place, spot, point
＊台所 だいどころ　kitchen

▶がい，げ
▷そと，ほか，はず（す），はず（れる）

 5 	遥	慾	沃	淀	螺  

外国 がいこく　foreign country

外国人 がいこくじん　foreigner

外国語 がいこくご　foreign language

外来語 がいらいご　loan word

外出 がいしゅつ　 –する go out
＊海外旅行 かいがいりょこう　traveling abroad, overseas 

trip

外 そと　outside

外の ほかの　another　cf. ほかの can be also written 
他の

外す はずす　take off, remove, unfasten

外れる はずれる　come off/undone, miss (the target)

外＊科 げか　surgery

所
149

外
150

▶ちゃ，さ
	

 9 	廐	廏	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡  

お茶 おちゃ　tea, Japanese tea
＊紅茶 こうちゃ　black tea

茶▲碗 ちゃわん　(rice) bowl, teacup

茶色 ちゃいろ　brown

茶の間 ちゃのま　living room

茶室 ちゃしつ　tea-ceremony room/house

茶道 さどう，ちゃどう　the art of the tea ceremony

▶ち，じ
	

 6 	帷	幄	幃	幀	幎	幗  

地下鉄 ちかてつ　subway, underground railway

地下水 ちかすい　ground water

土地 とち　land

地名 ちめい　place name

地方 ちほう　region, district, province, countryside
＊居心地がいい △いごこちがいい　comfortable/cozy 

(room), feel at home

地＊震 じしん　earthquake

地＊面 じめん　surface of the earth, land, ground

意気地のない △いくじのない　timid, cowardly, 
spineless

▶てつ

 
 
 

13 	凖	卞	卩	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠
	厦	厥	厮  

地下鉄 ちかてつ　subway, underground railway

私鉄 してつ　private railway

鉄道 てつどう　railroad

鉄 てつ　iron

▶しゃ
▷もの

 8 	藤	鐙	憧	撞	瞳	萄	鴇	涜  

学者 がくしゃ　scholar

茶
145

地
146

鉄
147

者
148

291

第149回 椅 舷 第150回 挨 拶 沙 汰 頃 旦 宛 隙 脇  〈2031-2041〉

ご無沙汰 ごぶさた　 –する neglect to call or write
▲淘汰 とうた　 –する select, weed out, screen, sift

▷ころ

 
 
 

11 	紆	紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
	紵  

～（の）頃 ～（の）ころ　(the) time, about

日頃 ひごろ　usually

この頃 このごろ　these days, recently　cf. このころ at 
this time

食べ頃 たべごろ　be ready/ripe enough to eat

▶たん，だん

 5 	浹	浙	涎	涕	濤  

元旦 がんたん　New Yearʼs Day

旦那 だんな　oneʼs master, oneʼs husband, patron, sir

▷あ（てる）

 8 	謂	遺	医	亥	域	育	郁	磯  

宛先 あてさき　addressee, address

宛名 あてな　addressee

～宛（の） あて（の）　addressed to, consigned to

宛てる あてる　address

▶げき
▷すき

 
 
 

13 	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	赧	赭
	赱	赳	趁  

隙間 すきま　opening, space between two things, 
chink

間隙 かんげき　gap in space or time

お手隙 おてすき　free from things to do

▷わき

 10 	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤

頃
2037

旦
2038

宛
2039 1342

cf. 腕

隙
2040

脇
2041

▶い

 
 
 

12 	横	王	鴬	鴎	黄	荻	億	屋	桶	牡
	恩	温  

椅子 いす　chair

▶げん

 
 
 

11 	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯	潛	濳
	潭  

右舷 うげん　starboard　cf. 左舷（さげん） port

第　150　回

▶あい

 10 	姐	虻	絢	綾	鮎	或	粟	袷	安	庵  

挨拶 あいさつ　 –する greet

▶さつ

 9 	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰  

挨拶 あいさつ　 –する greet

▶さ

 7 	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡  

ご無沙汰 ごぶさた　 –する neglect to call or write

音沙汰がない　おとさたがない　havenʼt heard from

表沙汰になる　 おもてざたになる　come into the open, 
become public knowledge

裁判沙汰になる　 さいばんざたになる　take a case to 
court

▶た

 7 	敞	敝	敲	數	斂	斃	變  

椅
2031

舷
2032

挨
2033 1424

cf. 俊

拶
2034

沙
2035 1465

cf. 抄

汰
2036

第
７
水
準



［ 13 ］

　▲……常用漢字外の読み方であることを示す。

⑨語例の意味

　 –する……熟語動詞（語例に「する」をつけて動詞として使えるもの）であることを示す。

　vt./vi.……  英訳からだけでは他動詞／自動詞が判別できない場合に限り、vt. または vi. を表示し
た。

　cf. ……漢字の使い方や関連語に関する情報を示した。

　abbr. ……略語であることを示す。

　反 ……反対語であることを示す。

⑩異体字
　第７水準では、見出し字の隣に見出し字に似た形の漢字が（　）で示されていることがありま
す。これは異体字と呼ばれるもので、読みや意味が全く同じですが、字形が少し異なる漢字です。
異体字も一般に使われることがありますので、注意してください。

⑪ワークブックとの対応
　ワークブックとの対応がすぐ分かるように、本冊では、ワークブックの回ごとに回数の数字と共
に区切りがつけられています。
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〈364-369〉  第20回 村 付 団 寸 支 技

＊布団 ふとん　futon

座＊布団 ざぶとん　floor cushion

▶すん

	3 	籥	籬	籵 	

寸 すん　sun (old Japanese measure of length, 
3.03 cm)

寸＊法 すんぽう　measurements, size

一寸 ▲ちょっと　(just/for) a moment, slightly

▶し
▷ささ（える）

	4 	誹	樋	簸	枇 	

支店 してん　branch (office/store)

支社 ししゃ　branch (office)

支部 しぶ　branch, local chapter

支出 ししゅつ　expenditure, disbursement　 –する pay 
out, expend

支持 しじ　 –する support (a political party, etc.), back

支持者 しじしゃ　supporter(s)

支＊給 しきゅう　 –する supply (money, food, etc.), pay 
(for)

支える ささえる　support, sustain

差し支える △さしつかえる　interfere with

▶ぎ
▷わざ

	7 	砿	閤	鴻	劫	壕	濠	轟 	

技術 ぎじゅつ　technique, technology

技＊師 ぎし　engineer　cf. エンジニア has a wider 
usage than 技師

技＊能 ぎのう　(professional, etc.) skills

技 わざ　art, skill, technique

寸
367

支
368

技
369

対立 たいりつ　 –する vi. be opposed to, be confronted 
with

対話 たいわ　dialogue　 –する have a dialogue/talk/
conversation

～に対する ～にたいする　to ～ , toward ～ , against ～

一対の いっついの　a pair of

▶そん
▷むら

	7 	鴇	涜	禿	栃	橡	椴	鳶 	

村 むら　village

村長 そんちょう　village mayor

村＊民 そんみん　villager
＊市＊町村 しちょうそん　cities, towns and villages

▶ふ
▷つ（ける），つ（く）

	5 	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶 	

付く つく　be attached, stick to

日付 ひづけ　date (of a letter, document, etc.)

付近の ふきんの　adjacent, nearby, neighboring
＊交付 こうふ　 –する issue, deliver, grant

▶だん，とん

	6 	圓	團	圖	嗇	圜	圦 	

団体 だんたい　group (of tourists, etc.), organization

集団 しゅうだん　group, mob, mass-(suicide, etc.)　
cf. 集団心理（しゅうだんしんり） group 
psychology, グループ has a wider usage than 団
体 or 集団

団結 だんけつ　 –する be unified, stand together

団地 だんち　housing complex

村
364

付
365

団
366

漢字の形に気をつけましょう 1

	 368	 369	 972	 1443	 2127

支	 技	 ＊枝	 ＊岐	 ＊伎
本店と支店　　技術の進歩　　木の＊枝

えだ
　　分

ぶん

＊岐
き
点
てん
　　歌

か
舞
ぶ

＊伎
き
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第５回 細 太 若 忙 第６回 寝 起 始 終  〈123-130〉

多忙な たぼうな　busy

忙＊殺される ぼうさつされる　be very busy (with work)

第　６　回

▶しん
▷ね（る），ね（かす）

 
 
 

13 	秘	緋	肥	費	非	飛	簸	備	枇	毘
	琵	美	鼻  

寝る ねる　fall asleep, go to bed, lie down

昼寝 ひるね　 –する nap

寝かす ねかす　put (a child) to bed, lay down

寝室 しんしつ　bedroom

寝＊台車 しんだいしゃ　sleeping car

▶き
▷お（きる），お（こる），お（こす）

 10 	絃	舷	諺	乎	姑	狐	糊	袴	股	胡  

起きる おきる　get up, happen, occur

早起きする はやおきする　wake up early

起こす おこす　wake up (a person), raise, sit up

起こる おこる　happen, occur

起立 きりつ　 –する stand up

起＊源 きげん　origin, beginning

▶し
▷はじ（める），はじ（まる）

 8 	弛	智	蜘	馳	筑	註	酎	樗  

始まる はじまる　begin, start, commence

始まり はじまり　beginning

始める はじめる　begin, start, commence

始め はじめ　outset, beginning

開始 かいし　 –する begin, start, commence

始発 しはつ　the first train/bus of the day

▶しゅう
▷お（わる），お（える）

 
 
 

11 	杷	琶	罵	芭	盃	牌	楳	煤	狽	這
	蝿

寝
127

起
128

始
129

終
130

▶さい
▷ほそ（い），ほそ（る），こま（か），こま（か
い）

 
 
 

11 	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰	咒	呻
	咀  

細い ほそい　thin, fine, slim, slender

やせ細る やせほそる　become thin, become emaciated

細かい こまかい　fine (line), detailed, trifling, small 
(change)

細部 さいぶ　details

明細書 めいさいしょ　detailed statement

細雪 ▲ささめゆき　light snowfall

▶たい，た
▷ふと（い），ふと（る）

 4 	嶼	巉	巍	巓  

太い ふとい　thick, big

太る ふとる　gain (body) weight, become fat

太＊陽 たいよう　the sun

太＊郎 たろう　(male given name)
＊丸太 まるた　log

太＊刀 △たち　sword

▶じゃく，にゃく
▷わか（い），も（しくは）

 8 	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨	癩  

若い わかい　young

若々しい わかわかしい　young(-looking)

若者 わかもの　a young person/people

若手（の） わかて（の）　young (actor/etc.)

若人 △わこうど　young person

若年＊労働者 じゃくねんろうどうしゃ　young workers
＊老若男女 ろうにゃくなんにょ，ろうじゃくなんにょ　

men and women of all ages

若しくは もしくは　or, otherwise

▶ぼう
▷いそが（しい）

 6 	佻	佩	佰	侑	佯	來  

忙しい いそがしい　busy

細
123

歴

太
124

歴

若
125

特

忙
126

30

〈183-188〉  第８回 貸 返 出 入 売 買

入る はいる　enter, be in

入れる いれる　put in/into, let in

気に入る きにいる　get/grow fond of

入（り）口 いりぐち　entrance

日の入り ひのいり　sunset

入学 にゅうがく　 –する enter a school

入社 にゅうしゃ　 –する enter/join a company

入院 にゅういん　 –する go into the hospital, be 
hospitalized

入国 にゅうこく　 –する enter a country, be admitted 
into a country

入場 にゅうじょう　 –する enter,  be admitted
＊収入 しゅうにゅう　income, revenue

参入 さんにゅう　 –する enter (a market)

▶ばい
▷う（る），う（れる）

 7 	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔  

売る うる　sell, deal in

売り場 うりば　selling area, sales counter

売り切れる うりきれる　be sold out

売（り）上（げ） うりあげ　sales, proceeds

小売（り）店 こうりてん　retail store

前売（り）＊券 まえうりけん　a ticket sold in advance

売（り）手＊市場 うりてしじょう　sellers’ market

売れる うれる　sell (well)　cf. ～はよく売れる sell 
well

売れ行き うれゆき　sales

売店 ばいてん　stand, kiosk, stall

売春 ばいしゅん　 –する prostitute
＊販売 はんばい　 –する sell, market, deal in

▶ばい
▷か（う）

 
 
 

12 	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮
	拱	挧  

買う かう　buy, purchase

買（い）物 かいもの　shopping, a purchase

買（い）手＊市場 かいてしじょう　buyers’ market

売買 ばいばい　 –する buy and sell, trade/deal in

買＊収 ばいしゅう　 –する buy up, purchase, bribe

売
187

買
188

▶たい
▷か（す）

 
 
 

12 	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	嚼	囁
	囃	囀  

貸す かす　lend, loan

貸家 かしや　house for rent

貸間 かしま　room for rent

貸し かし　debt (as in “I am in his debt.”)

貸（し）出し かしだし　lending, loan

貸借 たいしゃく　 –する lend and borrow, debt and 
credit

▶へん
▷かえ（す），かえ（る）

 7 	崋	崕	崗	嵜	崟	崛	崑  

返す かえす　return, give something back

送り返す おくりかえす　send back, return

返事 へんじ　 –する answer, reply

返＊却 へんきゃく　 –する return, repay

▶しゅつ，すい
▷で（る），だ（す）

 5 	坦	旦	歎	湛	箪  

出る でる　go out, attend

出口 でぐち　exit

日の出 ひので　sunrise

出かける でかける　go out

出す だす　put out, take out, send

見出し みだし　headline, dictionary entry

出発 しゅっぱつ　 –する depart, leave

外出 がいしゅつ　 –する go out

出国 しゅっこく　 –する depart from a country

出席 しゅっせき　 –する attend (a class/meeting/etc.), 
be present

＊提出 ていしゅつ　 –する present, submit

出＊納＊係 すいとうがかり　cashier, teller

▶にゅう
▷い（る），い（れる），はい（る）

 2 	盃	牌

貸
183

返
184

出
185

入
186
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〈351-356〉  第19回 平 和 等 第 筆 算

第　19　回

▶へい，びょう
▷たい（ら），ひら

 5 	峽	峺	峭	嶌	峪  

平和 へいわ　peace

和平 わへい　peace (conference, etc.)

平行な へいこうな　parallel

水平＊線 すいへいせん　horizontal line, the horizon

平日 へいじつ　week days

平気な へいきな　calm, indifferent

公平な こうへいな　fair, impartial
＊不公平な ふこうへいな　unfair, unjust
＊不平 ふへい　complaint, grievance

平＊等 びょうどう　equality

平らな たいらな　flat, even, level

平社員 ひらしゃいん　ordinary employee, non-
managerial employee

平家物語 へいけものがたり　Heike Monogatari, The Tale 
of the Heike

▶わ，お
▷やわ（らぐ），やわ（らげる），なご（む），
なご（やか）

 8 	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼  

平和 へいわ　peace

和 わ　peace, harmony

和文 わぶん　Japanese script, writing in Japanese

和＊風 わふう　Japanese style
＊不和 ふわ　disharmony, discord

和らげる やわらげる　soften, alleviate

和らぐ やわらぐ　soften, relax

和やかな なごやかな　peaceful, mild 

和む なごむ　thaw

和＊尚 おしょう　Buddhist priest

大和 △やまと　Yamato, ancient Japan

▶とう
▷ひと（しい）

 
 
 

12 	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅
	嗟	嗄

平
351

歴

和
352

歴

歴

等
353

平等 びょうどう　equality

同等の どうとうの　equal, equivalent

上等な／の じょうとうな／の　one of the best, fine, 
superior

等分 とうぶん　equal parts　 –する divide into equal 
parts

高等教＊育 こうとうきょういく　higher education

一等 いっとう　first class, first-rate

等しい ひとしい　be equal to

▶だい

 
 
 

11 	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩
	倬  

第一に だいいちに　first, first of all

第～ だい～　No. ～ (prefix for ordinals)

第一人者 だいいちにんしゃ　the leading person (in a 
field, etc.)

第三者 だいさんしゃ　third person/party
＊次第に しだいに　gradually

～＊次第 ～しだい　as soon as ～ , depending on ～

落第 らくだい　 –する flunk, fail

▶ひつ
▷ふで

 
 
 

12 	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶
	婢	婪  

筆 ふで　writing brush

万年筆 まんねんひつ　fountain pen

自筆 じひつ　one’s own handwriting
＊鉛筆 えんぴつ　pencil

筆＊記＊試＊験　ひっきしけん　written examination

▶さん

 
 
 

14 	咥	咬	哄	哈	咨	咫	哂	咤	咾	咼
	哘	哥	哦	唏  

計算 けいさん　 –する calculate, compute

足し算 たしざん　addition

引き算 ひきざん　subtraction

第
354

筆
355

算
356
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〈208-214〉  第10回 覚 忘 調 続 考 答 教

続く つづく　vi. continue

降り続く ふりつづく　continue raining (or snowing)　cf. 
続く is used only in 降り続く． ～続ける is 
used for other verbs

続き つづき　continuation, continuance, sequel

手続き てつづき　procedures, formalities

連続 れんぞく　continuation, series　 –する continue, 
be consecutive

続々と ぞくぞくと　one after another, in rapid 
succession

＊相続 そうぞく　 –する inherit, succeed
＊継続 けいぞく　 –する continue

▶こう
▷かんが（える）

 6 	辨	辧	劬	劭	劼	劵  

考える かんがえる　think, consider

考え方 かんがえかた　way of thinking, thought, idea

考え かんがえ　idea, thought, plan, opinion, 
intention

思考 しこう　thinking　 –する vi. think

参考書 さんこうしょ　reference book

考古学 こうこがく　archeology

考＊慮 こうりょ　 –する consider, give consideration to

▶とう
▷こた（える），こた（え）

 
 
 

12 	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
	愴	愽  

答える こたえる　answer, reply, respond

答（え） こたえ　answer, reply, response

回答 かいとう　 –する reply, answer

解答 かいとう　answer, solution　 –する answer, solve

答＊弁 とうべん　 –する reply, answer, explain, defend 
(an answer)

▶きょう
▷おし（える），おそ（わる）

 
 
 

11 	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯
	們  

教える おしえる　teach, tell

考
212

答
213

教
214

第　10　回

▶かく
▷おぼ（える），さ（ます），さ（める）

 
 
 

12 	杤	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡
	枅	枷  

覚える おぼえる　memorize, remember

覚えている おぼえている　remember, have/keep/bear 
something in mind

目が覚める めがさめる　vi. wake up

目を覚ます めをさます　vi. wake up

目覚まし時計 めざましどけい　alarm (clock)

知覚 ちかく　 –する perceive
＊感覚 かんかく　sense, sensation, feeling

▶ぼう
▷わす（れる）

 7 	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙  

忘れる わすれる　forget

忘れ物 わすれもの　thing left behind

忘年会 ぼうねんかい　year-end (dinner) party

▶ちょう
▷しら（べる），ととの（う），ととの（える）

 
 
 

15 	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽
	劍	劔	劒	剱	劈  

調べる しらべる　study, investigate, examine

調子がいい ちょうしがいい　be in good health, be in 
good order

強調 きょうちょう　 –する emphasize, stress　cf. 重視
（じゅうし）　 –する attach importance to, regard 
as important

調える ととのえる　make preparations, arrange, adjust

▶ぞく
▷つづ（く），つづ（ける）

 
 
 

13 	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	翦	翩
	翳	翹	飜  

続ける つづける　vt. continue

話し続ける はなしつづける　continue talking/speaking

覚
208

忘
209

調
210

続
211
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〈208-214〉  第10回 覚 忘 調 続 考 答 教

続く つづく　vi. continue

降り続く ふりつづく　continue raining (or snowing)　cf. 
続く is used only in 降り続く． ～続ける is 
used for other verbs

続き つづき　continuation, continuance, sequel

手続き てつづき　procedures, formalities

連続 れんぞく　continuation, series　 –する continue, 
be consecutive

続々と ぞくぞくと　one after another, in rapid 
succession

＊相続 そうぞく　 –する inherit, succeed
＊継続 けいぞく　 –する continue

▶こう
▷かんが（える）

 6 	辨	辧	劬	劭	劼	劵  

考える かんがえる　think, consider

考え方 かんがえかた　way of thinking, thought, idea

考え かんがえ　idea, thought, plan, opinion, 
intention

思考 しこう　thinking　 –する vi. think

参考書 さんこうしょ　reference book

考古学 こうこがく　archeology

考＊慮 こうりょ　 –する consider, give consideration to

▶とう
▷こた（える），こた（え）

 
 
 

12 	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
	愴	愽  

答える こたえる　answer, reply, respond

答（え） こたえ　answer, reply, response

回答 かいとう　 –する reply, answer

解答 かいとう　answer, solution　 –する answer, solve

答＊弁 とうべん　 –する reply, answer, explain, defend 
(an answer)

▶きょう
▷おし（える），おそ（わる）

 
 
 

11 	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯
	們  

教える おしえる　teach, tell

考
212

答
213

教
214

第　10　回

▶かく
▷おぼ（える），さ（ます），さ（める）

 
 
 

12 	杤	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡
	枅	枷  

覚える おぼえる　memorize, remember

覚えている おぼえている　remember, have/keep/bear 
something in mind

目が覚める めがさめる　vi. wake up

目を覚ます めをさます　vi. wake up

目覚まし時計 めざましどけい　alarm (clock)

知覚 ちかく　 –する perceive
＊感覚 かんかく　sense, sensation, feeling

▶ぼう
▷わす（れる）

 7 	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙  

忘れる わすれる　forget

忘れ物 わすれもの　thing left behind

忘年会 ぼうねんかい　year-end (dinner) party

▶ちょう
▷しら（べる），ととの（う），ととの（える）

 
 
 

15 	剋	剌	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽
	劍	劔	劒	剱	劈  

調べる しらべる　study, investigate, examine

調子がいい ちょうしがいい　be in good health, be in 
good order

強調 きょうちょう　 –する emphasize, stress　cf. 重視
（じゅうし）　 –する attach importance to, regard 
as important

調える ととのえる　make preparations, arrange, adjust

▶ぞく
▷つづ（く），つづ（ける）

 
 
 

13 	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡	翦	翩
	翳	翹	飜  

続ける つづける　vt. continue

話し続ける はなしつづける　continue talking/speaking

覚
208

忘
209

調
210

続
211
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〈103-109〉  第４回 田 第５回 多 少 明 暗 低 近

▶めい，みょう
▷あ（かり），あか（るい），あか（るむ），あ
か（らむ），あき（らか），あ（ける），あ
（く），あ（くる），あ（かす）

 8 	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛  

明るい あかるい　bright, light, cheerful

明るむ あかるむ　become light

明らかな あきらかな　clear, obvious

明白な めいはくな　clear, obvious

説明 せつめい　 –する explain
＊証明 しょうめい　 –する prove, certify

明日 みょうにち，△あす，▲あした　tomorrow

夜が明ける よがあける　day breaks

夜明け よあけ　dawn, daybreak

明け方 あけがた　dawn, daybreak

明くる日 あくるひ　the next day

明かり あかり　light

明かす あかす　stay up all night, reveal (one’s identity/
intentions)

▶あん
▷くら（い）

 
 
 

13 	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或	粟	袷	庵
	按	闇	鞍  

暗い くらい　dark, gloomy

明暗 めいあん　light and shade

暗＊示 あんじ　 –する hint, suggest

▶てい
▷ひく（い），ひく（める），ひく（まる）

 7 	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮  

低い ひくい　low, short

高低 こうてい　rise and fall, pitch, undulations

低気＊圧 ていきあつ　low atmospheric pressure

低める ひくめる　lower

▶きん
▷ちか（い）

 7 	倆	偃	假	會	偕	偐	偈  

明
106

暗
107

低
108

近
109

小石 こいし　small stone, pebbles

石田 いしだ　Ishida (a surname)

石けん せっけん　soap　cf. 石けん can be written as 石
鹸 , but 鹸 is not a Jōyō Kanji.

＊宝石 ほうせき　jewels, precious stones
＊磁石 じしゃく　magnet, compass

～石 ～こく／ごく　koku (unit of volume, approx. 
180 liters)

▶でん
▷た

 5 	乃	廼	之	埜	嚢  

山田 やまだ　Yamada (a surname)

田中 たなか　Tanaka (a surname)

田 た　rice paddy, rice field

水田 すいでん　rice paddy, rice field
＊油田 ゆでん　oil field

田＊舎 △いなか　countryside, rural district, one’s 
hometown

第　５　回

▶た
▷おお（い）

 6 	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷  

多い おおい　many, plenty

多少 たしょう　to a certain extent, somewhat, 
quantity, amount

多＊数の たすうの　many, a lot of

▶しょう
▷すく（ない），すこ（し）

 4 	壞	墻	墸	墮  

少ない すくない　few

少し すこし　a little, a few

少年 しょうねん　boy

少女 しょうじょ　girl

少々 しょうしょう　a little, a bit

少＊数の しょうすうの　a little, a few
＊減少 げんしょう　 –する decrease

歴

田
103

多
104

少
105
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第
１
水
準

第６回 休 見 勉 住 持 知 酒  〈138-144〉

勉強 べんきょう　 –する study

勉学 べんがく　study
＊勤勉な きんべんな　hardworking, diligent, industrious

▶じゅう
▷す（む），す（まう）

 7 	塙	蛤	隼	叛	斑	氾	汎  

住む すむ　live

住まい すまい　house, dwelling

住所 じゅうしょ　address

住＊民 じゅうみん　inhabitants, residents

住＊宅 じゅうたく　house, residence

▶じ
▷も（つ）

 9 	轍	填	纏	甜	貼	顛	澱	兎	堵  

持つ もつ　have, take, hold, carry

持ち上げる もちあげる　lift (up), hold up, flatter, praise

気持ち きもち　feeling, sensation, mood
＊支持 しじ　 –する support (a political party, etc.), back

▶ち
▷し（る）

 8 	并	幺	麼	广	庠	廁	廂	廈  

知る しる　know, learn, notice, be acquainted

知人 ちじん　acquaintance, friend

知事 ちじ　(prefectural) governor

知＊識 ちしき　knowledge, information

▶しゅ
▷さけ，さか

 10 	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	畷	楠  

酒 さけ　liquor, sake

酒屋 さかや　liquor shop

酒場 さかば　bar, pub

日本酒 にほんしゅ　Japanese sake

飲酒運転 いんしゅうんてん　drunken driving

お＊神酒 △おみき　sake offered to the gods

住
141

持
142

知
143

酒
144

作家 さっか　novelist　cf. 筆者（ひっしゃ） writer, 著
者（ちょしゃ） author

作者 さくしゃ　writer, author, artist

名作 めいさく　masterpiece, fine piece (of art)

作＊品 さくひん　(artistic, fictional, etc.) works

作物 さくもつ　crops, agricultural products

動作 どうさ　actions, movement, motion　 –する
operate, run

作＊法 さほう　manners, form, etiquette

▶きゅう
▷やす（む），やす（まる），やす（める）

 6 	塵	壬	腎	訊	靭	笥  

休む やすむ　rest, have a day off, be absent (from 
school/work)

夏休み なつやすみ　summer vacation

お休み（なさい） おやすみ（なさい）　“Good night.”

一休み ひとやすみ　 –する take a short break

休める やすめる　rest, give a rest

休日 きゅうじつ　holiday, day off

連休 れんきゅう　consecutive holidays

週休二日＊制 しゅうきゅうふつかせい　the five-day 
workweek system

▶けん
▷み（る），み（える），み（せる）

 7 	煎	煽	穿	箭	羨	腺	舛  

見る みる　look, watch, see

見上げる みあげる　look up

見下ろす みおろす　look down (from the roof/etc.)

見下す みくだす　despise, look down on (in contempt)

見方 みかた　point of view

見本 みほん　sample

見える みえる　(can) be seen, (can) see, be in sight, 
appear [honorific]

見せる みせる　show

意見 いけん　opinion, idea, suggestion

見学 けんがく　 –する visit (a factory/etc.) to learn 
something

▶べん

 10 	崔	崢	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬

休
138

見
139

勉
140

11

第
１
水
準

第３回 屋 店 駅 銀 行  〈54-58〉

▶えき

 
 
 

14 	駕	廻	恢	魁	晦	芥	蟹	凱	咳	崖
	碍	蓋	鎧	骸  

駅 えき　station

駅前 えきまえ　in front of the station

東京駅 とうきょうえき　Tokyo Station

駅長 えきちょう　stationmaster

▶ぎん

 
 
 

14 	篠	偲	柴	屡	蕊	縞	紗	杓	灼	錫
	惹	腫	呪	綬  

銀行 ぎんこう　bank

日本銀行 にほんぎんこう　the Bank of Japan　cf. abbr. 
日銀（にちぎん）

銀 ぎん　silver

水銀 すいぎん　mercury, quicksilver

銀色 ぎんいろ　silver, silvery

▶こう，ぎょう，あん
▷い（く），ゆ（く），おこな（う）

 6 	勁	勍	勗	勞	勣	勦  

銀行 ぎんこう　bank

旅行 りょこう　 –する make a trip, travel

行動 こうどう　behavior, conduct, action　 –する act, 
behave

行く いく，ゆく　go

行方 △ゆくえ　(one’s) whereabouts

行う おこなう　do, carry out, hold　cf. 行われる（お
こなわれる） be carried out, be held

行い おこない　act, action, deed, behavior

行事 ぎょうじ　event

行＊政 ぎょうせい　administration

行 ぎょう　line (in a text)

～行目 ～ぎょうめ　line (one/two/etc.)

行＊脚 あんぎゃ　 –する make a pilgrimage, go on a 
(walking) tour

駅
56

銀
57

行
58

歴

部長 ぶちょう　department head

人事部 じんじぶ　personnel department

部下 ぶか　subordinate, one’s men

本部 ほんぶ　headquarters, head office

外部の がいぶの　outside, external, exterior

内部の ないぶの　inside, internal, interior

全部 ぜんぶ　all, whole

一部 いちぶ　a portion, a part of

部分 ぶぶん　one portion, one part

大部分 だいぶぶん　most of ～ , the majority of ～

部屋 △へや　room

▶おく
▷や

 9 	椛	樺	鞄	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛  

本屋 ほんや　bookstore

花屋 はなや　flower shop, flower stall

八百屋 △やおや　fruit and vegetable shop

部屋 △へや　room

小屋 こや　hut, shed, shack

屋＊根 やね　roof

屋上 おくじょう　housetop, roof

屋内プール おくないプール　indoor (swimming) poor

屋外 おくがい　outdoor, open-air

家屋 かおく　houses

母屋 △おもや　main building/house　cf. can be 
written as 母家

▶てん
▷みせ

 8 	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	恊  

店 みせ　store, shop

夜店 よみせ　night stall/stand

店屋 みせや　shops and stores

店長 てんちょう　store manager

本店 ほんてん　the main (office/store)
＊支店 してん　branch office/store
＊支店長 してんちょう　branch manager

屋
54

歴

店
55
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〈88-94〉  第４回 小 長 短 朝 昼 夜 晩

▶ちょう
▷あさ

 
 
 

12 	彡	彭	彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑
	徇	從  

朝 あさ　morning

朝ごはん あさごはん　breakfast

毎朝 まいあさ　every morning

朝日 あさひ　morning sun

朝食 ちょうしょく　breakfast

今朝 △けさ　this morning

▶ちゅう
▷ひる

 9 	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾  

昼 ひる　daytime, noon, midday

昼ごはん ひるごはん　lunch

昼休み ひるやすみ　lunch break

昼間 ひるま　daytime

昼食 ちゅうしょく　lunch

▶や
▷よ，よる

 8 	暈	暎	暉	暄	暘	暝	曁	暹  

夜 よる　night

夜明け よあけ　dawn, daybreak

夜中 よなか　in the night

今夜 こんや　tonight

夜食 やしょく　midnight snack

夜行＊列車 やこうれっしゃ　night train
＊昨夜 さくや，▲ゆうべ　last evening, last night

▶ばん

 
 
 

12 	衾	袞	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮
	袙	袢  

晩 ばん　evening, night

晩ごはん ばんごはん　dinner, supper

今晩 こんばん　tonight

朝
91

昼
92

夜
93

晩
94

大＊和＊朝＊廷 △やまとちょうてい　Yamato Chōtei, the 
ancient Japanese Imperial Court

大＊和＊絵 △やまとえ　Yamato-e painting

▶しょう
▷ちい（さい），こ，お

 3 	檀	弛	智  

小さい ちいさい　small, little

小学校 しょうがっこう　elementary school

大小 だいしょう　large and small, various sizes

小人 しょうにん　children (used in bus fares, etc.)

小人 しょうじん　insignificant person, small-minded 
person

小人 こびと　dwarf, sprite, pygmy

小＊指 こゆび　the little finger, the little toe

小＊鳥 ことり　little bird

小切手 こぎって　check

小川 おがわ　(small) stream

小＊豆 △あずき　adzuki beans

▶ちょう
▷なが（い）

 8 	弃	弉	彝	彜	弋	弑	弖	弩  

長い ながい　long

長年 ながねん　for a long time

社長 しゃちょう　company president

部長 ぶちょう　department head

長時間 ちょうじかん　for a long time

長所 ちょうしょ　strong point, merit　cf.　反 短所
（たんしょ） weak point, shortcoming

▶たん
▷みじか（い）

 
 
 

12 	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔
	儚	儡  

短い みじかい　short, brief

短気な たんきな　short-tempered, easily angered

短所 たんしょ　weak point, shortcoming

長短 ちょうたん　strong points and weak points

短＊期大学 たんきだいがく　junior college　cf. abbr. 短大
（たんだい）

短＊期の たんきの　short-term

歴

歴

小
88

長
89

短
90
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第
１
水
準

第３回 道 男 女 子 主 奥  〈66-71〉

▶し，す
▷こ

 3 	鎗	捉	袖  

子ども こども　child, son/daughter, written either 子ど
も or 子供

男の子 おとこのこ　boy

女の子 おんなのこ　girl
＊迷子 △まいご　lost child
＊息子 △むすこ　son

帰国子女 きこくしじょ　children who have returned to 
Japan after living abroad for some time

男子社＊員 だんししゃいん　male employee

女子社＊員 じょししゃいん　female employee
＊扇子 せんす　folding fan

▶しゅ，す
▷ぬし，おも

 5 	禿	栃	橡	椴	鳶  

主人 しゅじん　master, proprietor, my husband

主語 しゅご　subject　cf. ＊述語（じゅつご） predicate

主題 しゅだい　subject, theme

主＊観＊的な しゅかんてきな　subjective　cf.　反 客＊観＊的
な（きゃっかんてきな） objective

主な おもな　main, chief, principal, leading

持ち主 もちぬし　owner, possessor

地主 じぬし　landlord, landowner
＊坊主 ぼうず　Buddhist priest, shaven head, boy

▶おう
▷おく

 
 
 

12 	査	瑳	砂	裟	坐	座	再	最	哉	妻
	才	採  

奥さん おくさん　(your/his) wife

奥 おく　inside, inner part

山奥 やまおく　deep in the mountains

奥行き おくゆき　depth

奥＊義 おうぎ　secrets, key principles

子
69

主
70

奥
71

転がす ころがす　roll (a stone/tire/etc.）

転がる ころがる　roll (over), tumble

転々とする てんてんとする　go rolling, wander (from 
one place/job to another)

▶どう，とう
▷みち

 
 
 

12 	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃
	懆	憺  

道 みち　road, street, a way, a path

水道 すいどう　waterworks, water service, tap water

国道 こくどう　national road

道＊路 どうろ　road, street

北＊海道 ほっかいどう　Hokkaido

茶道 さどう，ちゃどう　the art of the tea ceremony
＊神道 しんとう　Shintoism, Shinto

▶だん，なん
▷おとこ

 7 	瀞	噸	惇	敦	沌	遁	頓  

男の人 おとこのひと　man

男 おとこ　man

山男 やまおとこ　mountaineer, alpinist, woodsman

男＊性 だんせい　man, male

長男 ちょうなん　the eldest son

▶じょ，にょ，にょう
▷おんな，め

 3 	綻	耽	蛋  

女の人 おんなのひと　woman

女 おんな　woman

女＊性 じょせい　woman, female

長女 ちょうじょ　the eldest daughter

女＊房 にょうぼう　(my/one’s) wife
＊老若男女 ろうにゃくなんにょ，ろうじゃくなんにょ　

men and women of all ages

女人 にょにん　woman

女＊神 めがみ　goddess
＊乙女 △おとめ　maiden, (young) girl, virgin

海女 △あま　woman diver (for shellfish or seaweed, 
etc.)　cf. 海士（あま）is used for male divers.

道
66

男
67

女
68

特

歴
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第42回 音 昨 暇 由 油 曲 農  〈620-626〉

 5 	弉	彝	彜	弋	弑  

理由 りゆう　reason

自由 じゆう　freedom, liberty

不自由な ふじゆうな　inconvenient, uncomfortable, 
handicapped

由来 ゆらい　origin　 –する originate from

由＊緒ある ゆいしょある　be from a noble family, historic

～の由 ～のよし　I heard that ～ (used in letters)

▶ゆ
▷あぶら

 8 	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎  

石油 せきゆ　oil, petroleum

原油 げんゆ　crude oil

油田 ゆでん　oil field

油 あぶら　oil (from fish, etc.)

油絵 あぶらえ　oil painting

▶きょく
▷ま（がる），ま（げる）

 6 	痔	而	蒔	汐	鹿	鴫  

曲 きょく　music, a tune

作曲 さっきょく　 –する compose music

名曲 めいきょく　famous tune/music

曲がる まがる　make a turn, bend

曲がり＊角 まがりかど　(street) corner, turning point

曲＊線 きょくせん　curve, curved line

▶のう

 
 
 

13 	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
	嚼	囁	囃

油
624 1254

cf. 抽

曲
625

農
626 847

cf. 震

▶おん，いん
▷おと，ね

 9 	竣	舜	駿	楯	淳	醇	曙	渚	薯  

発音 はつおん　 –する pronounce

足音 あしおと　the sound of footsteps

物音 ものおと　(unidentified) sound

音 おと　sound

母音 ぼいん　vowel

子音 しいん　consonant

本音 ほんね　real intentions　反 ＊建前（たてまえ） 
formal principles/policies, a professed position

▶さく

 9 	瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸  

昨年 さくねん　last year

昨日 さくじつ，△きのう　yesterday

一昨日 いっさくじつ　the day before yesterday

一昨年 いっさくねん　the year before last

▶か
▷ひま

 
 
 

13 	州	修	拾	洲	秋	終	繍	習	蒐	衆
	讐	輯	週  

暇な ひまな　not busy, free, available

暇つぶし ひまつぶし　killing time

暇 ひま　free time

休暇 きゅうか　vacation, holiday
＊余暇 よか　leisure, spare time

▶ゆ，ゆう，ゆい
▷よし

音
620

昨
621 137

cf. 作

暇
622 608

cf. 段

由
623

漢字の形に気をつけましょう18

 585 623 1816

申	 由	 ＊甲
申し上げる　　理由を言う　　＊甲

こう

＊乙
おつ
つけがたい

283

第144回 韓 第145回 柿 梨 蜜 麺 D C 酎 串 箸  〈1954-1963〉

 
 
 

15 	陷	陜	陞	陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘
	隕	隗	險	隧	隱  

D もち　rice cake
＊煎D せんべい　rice cracker

焼きD やきもち　toasted rice cake, jealousy　cf. 焼き
餠を焼く be jealous

＊尻Dをつく しりもちをつく　falling on oneʼs behind/
buttocks

▶じ
▷えさ，え

 
 
 

15 	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎	雋	雉	雍
	襍	雜	霍	雕	雹  

C えさ　bait, food

C食 えじき　prey, victim

好C こうじ　easy victim, easy prey

C付け えづけ　 –する get (an animal) to feed

▶ちゅう

 10 	琺	瑕	琿	瑟	瑙	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣  

焼酎 しょうちゅう　shochu, a clear liquor distilled 
from sweet potatoes, rice, buckwheat, etc.

酎ハイ ちゅうハイ　shochu mixed with soda water

▷くし

 7 	憙	憖	憇	憔	憚	憊	憑  

串 くし　spit, skewer

串刺し くしざし　skewering, transfixing something 
with a spear

▷はし

 
 
 

15 	覃	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯
	覲	覺	覽	覿	觀  

箸 はし　chopsticks

C
1960

（餌）

酎
1961

串
1962

箸
1963

（箸） 1031

cf. 著

▶かん

 
 
 

18 	燐	琳	臨	輪	鱗	麟	類	令	伶	例
	冷	嶺	怜	玲	礼	苓	歴	列  

韓国 かんこく　short form of name of the Republic 
of Korea

大韓民国 だいかんみんこく　Republic of Korea

第　145　回

▷かき

 9 	炭	短	箪	耽	蛋	誕	団	断	暖  

柿 かき　Japanese persimmon

▷なし

 
 
 

11 	殘	殕	殞	殤	殪	殫	殯	殲	殱	殳
	殷  

梨 なし　pear, pear tree

▶みつ

 
 
 

14 	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	奸	妁	妝
	佞	侫	妣	妲  

蜜 みつ　honey, nectar
＊蜂蜜 はちみつ　honey

蜜月 みつげつ　honeymoon

▶めん

 
 
 

16 	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	崗	嵜
	崟	崛	崑	崔	崢	崚  

麺（類） めん（るい）　noodles, udon and soba

▶へい
▷もち

韓
1954

柿
1955

梨
1956

蜜
1957 1103

cf. 密

麺
1958

D
1959

（餅）

第
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10

〈48-53〉  第２回 先 生 学 校 第３回 家 部

▶がく
▷まな（ぶ）

 8 	鍾	鞘	丞	擾	杖	穣	埴	拭  

学校 がっこう　school

学生 がくせい　student

大学 だいがく　university, college

学長 がくちょう　president (of a university)

～学部 ～がくぶ　department of ～ , school of ～

入学 にゅうがく　 –する enter a school

学ぶ まなぶ　learn

▶こう

 10 	曾	曽	楚	狙	疏	蘇	遡	鼠	叢	爽  

学校 がっこう　school

小学校 しょうがっこう　elementary school

中学校 ちゅうがっこう　junior high school

高校 こうこう　high school

校長 こうちょう　principal, schoolmaster

第　３　回

▶か，け
▷いえ，や

 10 	槙	枕	鮪	柾	鱒	桝	亦	俣	沫	迄  

家 いえ，▲うち　house, home

家族 かぞく　family

家＊庭 かてい　one’s home

家事 かじ　housework, housekeeping

家内 かない　my wife

国家 こっか　state, nation

作家 さっか　novelist　cf. 筆者（ひっしゃ） writer, 著
者（ちょしゃ） author

～家 ～け　the ～ family

大家 おおや　landlord, owner of a rented house/
apartment

▶ぶ

 
 
 

11 	寫	寰	寶	寳	尅	將	專	對	尓	尠
	尢

学
50

校
51

家
52

部
53

▶せん
▷さき

 6 	澱	兎	堵	妬	屠	杜  

先生 せんせい　teacher, master

先週 せんしゅう　last week

先々週 せんせんしゅう　the week before last

先月 せんげつ　last month

先々月 せんせんげつ　the month before last

先日 せんじつ　the other day

先に さきに　previously, beforehand

先ほど さきほど　a little while ago, some time ago

▶せい，しょう
▷い（きる），い（かす），い（ける），う（まれ
る），う（む），お（う），は（える），は（や
す），き，なま

 5 	柘	辻	蔦	綴	鍔  

先生 せんせい　teacher, master

学生 がくせい　student

生＊徒 せいと　pupil, student

生＊活 せいかつ　 –する live, make a living

生長 せいちょう　growth (of a plant)　 –する grow

一生 いっしょう　one’s (whole) life
＊誕生日 たんじょうび　birthday

生まれる うまれる　be born

生む うむ　yield, produce　cf. ＊産む（うむ） bear

生きる いきる　live

生き生きした いきいきした　lively, fresh

生かす いかす　make the most of, make the best use of

生け花 いけばな　the art of flower arrangement

生ビール なまビール　draft beer

生＊野＊菜 なまやさい　fresh vegetables

生える はえる　sprout, spring up
＊芝生 △しばふ　lawn, plot of grass

生地 きじ　cloth, clothing materials

生＊糸 きいと　raw silk

生い立ち おいたち　one’s background, one’s personal 
history

先
48

生
49



58

〈351-356〉  第19回 平 和 等 第 筆 算

第　19　回

▶へい，びょう
▷たい（ら），ひら

 5 	峽	峺	峭	嶌	峪  

平和 へいわ　peace

和平 わへい　peace (conference, etc.)

平行な へいこうな　parallel

水平＊線 すいへいせん　horizontal line, the horizon

平日 へいじつ　week days

平気な へいきな　calm, indifferent

公平な こうへいな　fair, impartial
＊不公平な ふこうへいな　unfair, unjust
＊不平 ふへい　complaint, grievance

平＊等 びょうどう　equality

平らな たいらな　flat, even, level

平社員 ひらしゃいん　ordinary employee, non-
managerial employee

平家物語 へいけものがたり　Heike Monogatari, The Tale 
of the Heike

▶わ，お
▷やわ（らぐ），やわ（らげる），なご（む），
なご（やか）

 8 	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼  

平和 へいわ　peace

和 わ　peace, harmony

和文 わぶん　Japanese script, writing in Japanese

和＊風 わふう　Japanese style
＊不和 ふわ　disharmony, discord

和らげる やわらげる　soften, alleviate

和らぐ やわらぐ　soften, relax

和やかな なごやかな　peaceful, mild 

和む なごむ　thaw

和＊尚 おしょう　Buddhist priest

大和 △やまと　Yamato, ancient Japan

▶とう
▷ひと（しい）

 
 
 

12 	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅
	嗟	嗄

平
351

歴

和
352

歴

歴

等
353

平等 びょうどう　equality

同等の どうとうの　equal, equivalent

上等な／の じょうとうな／の　one of the best, fine, 
superior

等分 とうぶん　equal parts　 –する divide into equal 
parts

高等教＊育 こうとうきょういく　higher education

一等 いっとう　first class, first-rate

等しい ひとしい　be equal to

▶だい

 
 
 

11 	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩
	倬  

第一に だいいちに　first, first of all

第～ だい～　No. ～ (prefix for ordinals)

第一人者 だいいちにんしゃ　the leading person (in a 
field, etc.)

第三者 だいさんしゃ　third person/party
＊次第に しだいに　gradually

～＊次第 ～しだい　as soon as ～ , depending on ～

落第 らくだい　 –する flunk, fail

▶ひつ
▷ふで

 
 
 

12 	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬	婉	娵	娶
	婢	婪  

筆 ふで　writing brush

万年筆 まんねんひつ　fountain pen

自筆 じひつ　oneʼs own handwriting
＊鉛筆 えんぴつ　pencil

筆＊記＊試＊験　ひっきしけん　written examination

▶さん

 
 
 

14 	咥	咬	哄	哈	咨	咫	哂	咤	咾	咼
	哘	哥	哦	唏  

計算 けいさん　 –する calculate, compute

足し算 たしざん　addition

引き算 ひきざん　subtraction

第
354

筆
355

算
356
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第19回 符 簡 単 戦 争 第20回 反 対  〈357-363〉

暗算 あんざん　mental arithmetic/calculation 
–する calculate in oneʼs head

＊予算 よさん　budget

算＊数 さんすう　arithmetic

公算 こうさん　probability, likelihood

▶ふ

 
 
 

11 	暢	朝	潮	牒	町	腸	蝶	調	諜	銚
	長  

切符 きっぷ　ticket
＊音符 おんぷ　musical note(s)

符＊号 ふごう　mark, sign, code

▶かん

 
 
 

18 	梍	桾	椁	棊	椈	棘	椢	椦	棡	椌
	棍	棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗  

簡単な かんたんな　easy, brief

簡＊潔な かんけつな　concise, succinct

簡＊素な かんそな　plain, simple

簡＊略な かんりゃくな　simple, brief

書簡 しょかん　letter

▶たん

 9 	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴  

単語 たんご　word

単なる たんなる　mere

単に たんに　only, merely, simply

単＊数の たんすうの　singular　反 ＊複＊数の（ふくすう
の） plural

単＊位 たんい　unit, denomination

単＊独で たんどくで　by oneself

▶せん
▷いくさ，たたか（う）

 
 
 

13 	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	縡
	縒	縱	縟

符
357 570

cf. 荷

簡
358

単
359

戦
360

戦争 せんそう　war　 –する fight, go to war

内戦 ないせん　civil war

休戦 きゅうせん　cease-fire, truce　 –する implement 
a cease-fire

戦前 せんぜん　prewar, before the war

戦後 せんご　postwar, after the war

第二＊次（世界）大戦　 だいにじ（せかい）たいせん　
World War II

戦う たたかう　fight with, compete with

戦 いくさ　war, battle

▶そう
▷あらそ（う）

 6 	繿	纈	纉	續	纒	纐  

戦争 せんそう　war　 –する fight, go to war

言い争う いいあらそう　quarrel, argue
＊論争 ろんそう　controversy, dispute　 –する argue, 

dispute, take issue with

争＊点 そうてん　point of contention, issue (at stake)

争＊議 そうぎ　a dispute, a (work) strike

第　20　回

▶はん，ほん，たん
▷そ（る），そ（らす）

 4 	墟	墫	墺	壞  

反対 はんたい　 –する object, oppose

反日運動 はんにちうんどう　anti-Japanese movement

反発 はんぱつ　 –する repulse, repel, oppose

反＊省 はんせい　 –する reflect upon, examine oneʼs 
conscience

反＊面 はんめん　on the other hand
＊謀反 むほん　rebellion, treason

反る そる　be bent/warped/arched

反らす そらす　bend back

反物 たんもの　a roll of cloth for kimono

▶たい，つい

 7 	侈	侏	侘	佻	佩	佰	侑  

反対 はんたい　 –する object, oppose

歴

争
361

反
362

特

対
363


