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间 青い あおい （形）蓝的 赤い あかい （形）红的 明るい 

あかるい （形）明亮的 ける あける （他下一）打开 あさっ

て あさって （名）后天 足 あし （名）脚 あした あした （

名）明天 あそこ あそこ （代）那里 ぶ あそぶ （自五）玩 暖

かい あたたかい （形）暖和的  あたま （名）头 新しい あた

らしい （形）新的 後 あと （名）之后 浴びる あびる （他上

一）淋，浴 危ない あぶない （形）危险的 甘い あまい （形

）甜的 洗う あらう （他五）洗 く あるく （自五）走，步行 

言う いう （自他五）说，叫 いくつ いくつ （名）几岁 椅子 

いす （名）椅子 急ぐ いそぐ （自五）急，快 痛い いたい （

形）痛苦的 一日中 いちにちじゅう （名）整天 何 いつ （代

）何时 何か いつか （副）总有一天 いつも いつも （副）经

常 意味 いみ （名，他サ）意思，意义 妹 いもうと （名）妹

妹 要る いる （自五）要，需要 入れる いれる （他下一）放

入 上 うえ （名）上面 受付 うけつけ （名）传达室 く うご

く （自五）开动 後ろ うしろ （名）后面 歌う うたう （他）

唱 生まれる うまれる （自下一）出生 海 うみ （名）海 る 

うる （他五）卖 嬉しい うれしい （形）高兴的 哕工？ うん

てんする （他サ）驾驶  え （名）画 エアメル エアメル （名

）航空邮件 映画 えいが （名）电影 英 えいご （名）英语  

えき （名）站，火车站 エレベタ エレベタ （名）电梯  えん

ぴつ （名）铅笔 美味しい おいしい （形）好吃的 多い おお



い （形）多的 大きい おおきい （形）大的 オバ オバ （名）

大衣 お母さん おかあさん （名）母亲 お金 おかね （名）钱 

起きる おきる （自上一）起来，起床 置く おく （他五）放

，置 奥さん おくさん （名）妻子 送る おくる （他五）送 教

える おしえる （他一下）教 押す おす （他五）推，按 い お

そい （形）迟的 く おそく （副）迟 お茶 おちゃ （名）茶 

お手洗い おてあらい （名）洗手间 音 おと （名）声音 お父

さん おとうさん （名）父亲 弟 おとうと （名）弟弟 おとと

い おととい （名）前天 おなか おなか （名）肚子 同じ おな

じ （形动，连体）相同的 お兄さん おにいさん （名）哥哥 

おさん おねえさん （名）姐姐 おいします おねがいします 

（组）拜托 える おぼえる （他下一）学会，记得 おめでと

うございます おめでとうございます （组）恭喜 重い おも

い （名）重的 思い おもい （他五）想，思 面白い おもしろ

い （形）有趣的 おやすみなさい おやすみなさい （组）晚

上好 泳ぐ およぐ （自五）游泳 降りる おりる （自上一）下

（车），下来 わる おわる （自五）完了，结束 音 おんがく 

（名）音乐 女の人 おんなのひと （组）女人 カテン カテン 

（名）窗帘  かい （接尾）层，楼 回 かい （接尾）回，次 外

国 がいこく （名）外国 会社 かいしゃ （名）公司 物 かいも

の （名，他サ）购物 う かう （他五）买 返す かえす （他五

）还，归还 る かえる （自五）回来，回去  かお （名）脸 化

学 かがく （名）化学 かかる かかる （自五）花费，用  かぎ

（名）钥匙 く かく （他五）写，画  かさ （名）伞 す かす 

（他五）借出 かぜをひく 邪をひく （组）感冒 家族 かぞく 

（名）家族 片名 かたかな （名）片假名 カタログ カタログ 



（名）商品目录 学校 がっこう （名）学校 家内 かない （名

）爱人 悲しい かなしい （形）悲衷，伤心的 彼女 かのじょ 

（代）她 歌舞伎 かぶき （名）歌舞伎  かみ （名）纸  かみ 

（名）发，头发 辛い からい （形）辣，很难 体 からだ （名

）身体 借りる かりる （他上一）借，租 い かるい （形）轻

的 彼 かれ （代）他 川 かわ （代）河，河川 考える かんが

える （他下一）想，考虑 朝 ちょうせん （名）朝鲜  かんた

ん （形动）简单的 る がんばる （自五）坚持，加油，努力 

消える きえる （自下一）熄灭，消失 械 きかい （名）机械 

く きく （他五）问，听 こえる きこえる （自下一）听得见

，听到 ギタ ギタ （名）吉他 切手 きって （名）邮票 きっと

きっと （副）一定，必定 切符 きっぷ （名）票 昨日 きのう 

（名）昨日 君 きみ （代）你 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


