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1 爪 ー つめ/つま 爪切り つめきり nail clipper

2 匂 ー にお 匂い におい scent, odor, smell

3 泥 ー どろ 泥棒 どろぼう thief

4 医 イ ー 医学 いがく medical

5 飲 イン の 飲食 いんしょく eat and drink

6 運 ウン はこ 運動 うんどう exercise

7 遠 エン/オン とお 遠慮 えんりょ being reserved

8 汚 オ よご/きたな 汚れる よごれる to be stained, get dirty

9 屋 オク や 屋上 おくじょう roof

10 音 オン/イン おと/ね 音楽 おんがく music

11 階 カイ ー 階段 かいだん stairs

12 街 ガイ/カイ まち 街道 かいどう road

13 割 カツ わ/わり/さ 割れる われる to break

14 慣 カン な 慣れる なれる to be used to

15 間 カン/ケン あいだ/ま 間に合う まにあう to be in time, meet a deadline

16 祈 キ いの 祈る いのる to pray, wish, hope

17 喜 キ よろこ 喜ぶ よろこぶ to be happy

18 議 ギ ー 会議室 かいぎしつ meeting room

19 急 キュウ いそ 急ぐ いそぐ to rush, hurry

20 京 キョウ/ケイ ー 京都 きょうと Kyoto

21 苦 ク くる/にが 苦い にがい bitter
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22 迎 ゲイ むか 迎える むかえる to welcome, greet

23 欠 ケツ か 欠ける かける lack

24 港 コウ みなと 空港 くうこう airport

25 向 コウ む 向かう むかう to face

26 財 ザイ/さい ー 財布 さいふ purse

27 雑 ザツ/ゾウ ー 複雑 ふくざつ complex

28 残 ザン のこ 残る のこる remain

29 伺 シ うかが 伺う うかがう inquire, ask

30 止 シ と 止める とめる to stop

31 指 シ ゆび/さ 指輪 ゆびわ ring

32 治 ジ/チ おさ/なお 治る なおる to recover

33 失 シツ うしな 1. 失礼
2. 失敗

1. しつれい
2. しっぱい

1. discourtsy 
2. failure

34 写 シャ うつ 1. 写真
2. 写す

1. しゃしん
2. うつす

1. photo
2. copy

35 拾 シュウ/ジュウ ひろ 拾う ひろう to pick up

36 祝 シュク/シュウ いわ 祝う いわう to celebrate

37 準 ジュン ー 準備 じゅんび to prepare, preparation

38 所 ショ ところ 1. 住所
2. 台所

1. じゅうしょ
2. だいどころ

1. address
2. kitchen

39 笑 ショウ わら/え 笑う わらう to laugh

40 将 ショウ ー 将来 しょうらい future

41 乗 ジョウ の 乗り換える のりかえる to transfer

42 飾 ショク かざ 飾る かざる to decorate
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43 触 ショク ふ/さわ 触る さわる to touch

44 焼 ショク や 焼く やく to bake, roast, grill, burn, fire

45 進 シン すす 進む すすむ to go on, proceed, move on

46 数 スウ/ス かず/かぞ 数学 すうがく math

47 貰 セイ もら/か/ゆる 貰う もらう to receive

48 政 セイ ー 政治 せいじ politics

49 説 セツ/ゼイ と 説明 せつめい to explain, explanation

50 選 セン えら 選ぶ えらぶ choose

51 送 ソウ おく 送る おくる to send

52 増 ゾウ ま/ふ 増える ふえる to increase

53 相 ソウ/ショウ あい 相談 そうだん to counsel,counsellation

54 贈 ゾウ/ソウ おく 贈り物 おくりもの gift, present

55 側 ソク がわ 内側 うちがわ inner part, inside

56 続 ゾク つづ 続く つづく to continue, go on, last

57 卒 ソツ ー 卒業式 そつぎょうしき graduation ceremony

58 遅 チ おく/おそ 遅れる おくれる being late

59 値 チ ね/あたい 値段 ねだん price

60 調 チョウ しら/ととの 調べる しらべる to research, search, check

61 釣 チョウ つ 釣る つる to fish, hook, hang

62 珍 チン めずら 珍しい めずらしい uncommon, rare, unusual

63 通 ツウ/ツ とお/かよ 通行 つうこう passing
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64 適 テキ ー 適当 てきとう adequately

65 添 テン そ 添付 てんぷ to attach

66 伝 デン つた 伝う つた to convey

67 途 ト ー 途中 とちゅう on the way of 

68 怒 ド いか/おこ 怒る おこる get mad, angry

69 逃 トウ に/のが 逃げる にげる to get away, escape, run away

70 動 ドウ うご 動く うごく to move

71 登 トウ/ト のぼ 登録 とうろく registrate

72 道 ドウ/トウ みち 横断歩道 おうだんほどう pedestrian crossing

73 特 トク ー 特別 とくべつ specially, especially, particularly

74 泊 ハク と 泊まる とまる to stay at

75 番 バン ー 番号 ばんごう number

76 反 ハン/ホン そ 反対 はんたい opposite(direction), opponent

77 負 フ ま/お 負ける まける to lose

78 沸 フツ わ 沸かす わかす to boil

79 払 フツ はら 払う はらう to pay

80 物 ブツ/モツ もの 物理 ぶつり physics

81 辺 ヘン あた 周辺 しゅうへん surround

82 返 ヘン かえ 返事 へんじ response, answer, reply

83 便 ベン/ビン たよ 便利 べんり convenient/useful/helpful

84 包 ホウ つつ 包む つつむ to wrap up
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85 忘 ボウ わす 忘れ物 わすれもの things being forgoten

86 房 ボウ ふさ 冷房 れいぼう air-conditioning

87 貿 ボウ ー 貿易 ぼうえき trade

88 眠 ミン ねむ 眠い ねむい feel sleepy

89 鳴 メイ な 鳴る なる to sound

90 約 ヤク ー 予約 よやく to make an appointment

91 輸 ユ ー 輸出 ゆしゅつ to export

92 郵 ユウ ー 郵便局 ゆうびんきょく post office

93 優 ユウ やさ 優しい やさしい kind, soft, gentle, 

94 用 ヨウ もち 用事 ようじ things to do, matter

95 頼 ライ たの/たよ 頼む たのむ rely, trust, order, request

96 落 ラク お 落とす おとす drop, lower

97 旅 リョ たび 旅館 りょかん hotel

98 料 リョウ ー 料理 りょうり to cook, dish, cuisine

99 戻 レイ もど 戻る もどる to return, go back

100 歴 レキ ー 歴史 れきし history


