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Adventures in Japanese Vol. I-(4th edition) Kanji List - (60 kanji) 
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AP# 

漢字
かんじ

 
AIJ-L AIJ

# 訓
くん

読
よ

み 音読
おんよ

み 意味
い み

 熟語
じゅくご

 

8 一 I-3 1 ひと いち one 一つ〔ひとつ〕one [general counter] 

一人〔ひとり〕one person 

一日〔ついたち〕1st day of the month 

一日〔いちにち〕one day 

一月〔いちがつ〕January 

一万〔いちまん〕ten thousand 
310 二 I-3 2 ふた に two 二つ〔ふたつ〕two [general counter] 

二人〔ふたり〕two people 

二 日 〔 ふ つ か 〕 2nd day of the month 

二月〔にがつ〕February 

二週間〔にしゅうかん〕two weeks 

二年〔にねん〕two years 
127 三 I-3 3 み(っつ) さん three 三つ〔みっつ〕three [general counter] 

三人〔さんにん〕three people 

三日〔 みっか〕3rd day of the month; 
three days 
三日月〔みかづき〕crescent moon 

三月〔さんがつ〕March 

三カ月〔さんかげつ〕three months 

三年〔さんねん〕three years 

三万円〔さんまんえん〕30,000 yen 
132 四 I-3 4 よ(っつ) し four 四つ〔よっつ〕four [general counter] 

四人〔よにん〕four people 

四日〔よっか〕4th day of the month; 
four days 
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四月〔しがつ〕April 

四季〔しき〕four seasons 
96 五 I-3 5 いつ(つ) ご five 五日〔いつか〕 5th day of the month; 

five days 
五つ〔いつつ〕five [general counter] 

五月〔ごがつ〕May 

五分の一〔ごぶんのいち〕1/5 
312 日 I-3 6 ひ 

か 

にち 

じつ 

day 何日〔なんにち〕What day?; How many 
days? 
一 日 〔ついたち〕 1st day of the  month 

一日〔いちにち〕one day 

二日〔ふつか〕2nd  day of the month 

日曜日〔にちようび〕Sunday 

定休日〔ていきゅうび〕regular day off 

祭日〔さいじつ〕national holiday, 
festival day 
祝日〔しゅくじつ〕holiday 

日 の 丸 〔 ひ の ま る 〕(name of) the 
Japanese flag 
お日様〔おひさま〕Sun 

408 六 I-4 7 む ろく six 六つ〔むっつ〕six [general counter] 

六日〔むいか〕6th day of the month;  
6 days 
六月〔ろくがつ〕June 

六人〔ろくにん〕six people 

六個〔ろっこ〕six [general counter] 
153 七 I-4 8 なな しち seven 七つ〔ななつ〕seven [general counter] 

七日〔なのか〕7th  day of the month; 
seven days 
七月〔しちがつ〕July 

七味〔しちみ〕seven spice mixture 

七夕〔たなばた〕Star Festival (July 7th) 
321 八 I-4 9 やっ 

よう 

はち eight 八つ〔やっつ〕eight [general counter] 

八日〔ようか〕8th  day of the month; 
eight days 
八月〔はちがつ〕August 
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八人〔はちにん〕eight people 

八百屋〔やおや〕greengrocery 
78 九 I-4 10 ここの き ゅ 

う く 

nine 九つ〔ここのつ〕nine [general counter] 

九日〔ここのか〕9th day of the month; 
nine days 
九人〔きゅうにん〕nine people 

九月〔くがつ〕September 
175 十 I-4 11 とお じゅう ten 十日〔とおか〕10th day of the month; 

ten days 
二十日〔はつか〕20th day of the month 

十人十色〔じゅうにんとおいろ〕ten 
people, ten colors. 
十万円〔じゅうまん〕100,000 yen 

十分〔じゅうぶん〕enough 
87 月 I-4 12 つき げつ 

がつ 

moon 
month 

月が出ている〔つきがでている〕 The 
moon is out. 
お月見〔おつきみ〕moon viewing 

三日月〔みかづき〕crescent moon 

九月〔くがつ〕September 

三カ月〔さんかげつ〕three months 

満月〔まんげつ〕full moon 

月末〔げつまつ〕end of the month 

月謝〔げっしゃ〕monthly tuition fee 
34 火 I-5 13 ひ か fire 花火〔はなび〕fireworks 

火曜日〔かようび〕Tuesday 

火事〔かじ〕fire 
206 水 I-5 14 みず すい water 水を飲む〔みずをのむ〕drink water 

水曜日〔すいようび〕Wednesday 

海水〔かいすい〕ocean water 

水泳〔すいえい〕swimming 
375 木 I-5 15 き もく tree 大きい木〔おおきいき〕big tree 

木々〔きぎ〕trees 

木本〔きもと〕さん Kimoto-san 

木曜日〔もくようび〕Thursday 
77 金 I-5 16 かね きん gold お金〔おかね〕money 
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money 金曜日〔きんようび〕Friday 

貯金する〔ちょきんする〕to save 
money 

295 土 I-5 17 つち ど 

と 

soil 土田〔つちだ〕さん Tsuchida-san 

土曜日〔どようび〕Saturday 

土地〔とち〕land 

本土〔ほんど〕mainland 
363 本 I-5 18 もと ほん 

ぼん 

origin 
book 

本を読む〔ほんをよむ〕to read a book 

日本語〔にほんご〕Japanese language 

本日〔ほんじつ〕today 

一本〔いっぽん〕one (long objects) 

三本〔さんぼん〕three (long objects) 

山本〔やまもと〕さん Yamamoto-san 
101 口 I-6 19 くち 

ぐち 

こう mouth 大きい口〔おおきいくち〕a big mouth 

入口〔いりぐち〕entrance 

出口〔でぐち〕exit 

改札口〔かいさつぐち〕ticket gate 

人口〔じんこう〕population 
376 目 I-6 20 め もく eye 右目〔みぎめ〕right eye 

左目〔ひだりめ〕left eye 

目薬〔めぐすり〕eye drops 

目的〔もくてき〕purpose 

目次〔もくじ〕table of contents 
* 耳 I-6 21 みみ じ ear 右耳〔みぎみみ〕right ear 

左耳〔ひだりみみ〕left ear 
164 手 I-6 22 て しゅ hand 

person 
右手〔みぎて〕right hand 

左手〔ひだりて〕left hand 

手前〔てまえ〕this side(of) 

勝手〔かって〕selfish; arbitrary 

上手〔じょうず〕skillful 

下手〔へた〕unskillful 

選手〔せんしゅ〕(sports) player; athlete 

運転手〔うんてんしゅ〕driver 

歌手〔かしゅ〕singer 
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手話〔しゅわ〕sign language 

拍手〔はくしゅ〕する to applaud; to 
clap(for) 
握手〔あくしゅ〕する to shake hands 

342 父 I-6 23 ちち 

とう 

ふ father お父さん〔おとうさん〕(someone's) 
father 
父親〔ちちおや〕father 

祖父〔そふ〕(own) grandfather 

父母〔ふぼ〕(own) parents 

父兄会〔ふけいかい〕parents' 
association 
父方〔ちちかた〕father's side of the 
family 

357 母 I-6 24 はは 

かあ 

ぼ mother 母〔はは〕(own) mother 

お母さん〔おかあさん〕(someone's) 
mother 
祖母〔そぼ〕(own) grandmother 

父母〔ふぼ〕(own) parents 
348 分 I-7 25 わ(かる/ 

    ける) 

ふん 

ぶん 

to 
understand 

/ divide 

分かる〔わかる〕to understand 

一分〔いっぷん〕one minute 

半分〔はんぶん〕half 

四分の一〔よんぶんのいち〕1/4 

多分〔たぶん〕probably 

十分〔じゅうぶん〕enough 

ゴミを分ける〔わける〕to sort trash 
109 行 I-7 26 い(く) 

ゆ(く) 

こう 

ぎょう 

to go 海へ行く〔うみへいく〕go to the beach 

急行〔きゅうこう〕express (train) 

東京行き〔とうきょうゆき〕bound for 
Tokyo 
年中行事〔ねんちゅうぎょうじ〕
annual event 

393 来 I-7 27 き 

く 

こ 

らい to come 来て〔きて〕Come. 

来る〔くる〕to come 

来ないで〔こないで〕Don't come. 

来週〔らいしゅう〕next week 

来月〔らいげつ〕next month 
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来年〔らいねん〕next year 

未来〔みらい〕future (distant) 

将来〔しょうらい〕future (near) 
160 車 I-7 28 くるま しゃ car 車に乗る〔くるまにのる〕to ride a car 

電車〔でんしゃ〕train 

自動車〔じどうしゃ〕automobile 

中古車〔ちゅうこしゃ〕used car 

新車〔しんしゃ〕new car 

外車〔がいしゃ〕foreign car 

空車〔くうしゃ〕empty car 

車内〔しゃない〕inside a carriage 

駐車場〔ちゅうしゃじょう〕parking lot 
128 山 I-7 29 やま さん mountain 山本〔やまもと〕さん Yamamoto-san

富士山〔ふじやま/ふじさん〕Mt. Fuji

山々〔やまやま〕mountains 

山登り〔やまのぼり〕mountain 
climbing 

228 川 I-7 30 かわ せん river 大井川〔おおいがわ〕Ooi River 

川上〔かわかみ〕upper reaches of a 
river 
川下〔かわしも〕downstream 

川本〔かわもと〕さん Kawamoto-san

小川〔おがわ〕さん Ogawa-san 
204 人 I-8 31 ひと じ ん  

にん 

person 人々〔ひとびと〕people 

日本人〔にほんじん〕Japanese person 

人口〔じんこう〕population 

何人〔なんにん〕how many people? 

何人〔なにじん〕what nationality? 

一人〔ひとり〕one person 

二人〔ふたり〕two people 
135 子 I-8 32 こ し child 子供〔こども〕child(ren) 

花子〔はなこ〕さん Hanako-san 

女子〔じょし〕girl 

男子〔だんし〕boy 
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電子〔でんし〕レンジ microwave  

子孫〔しそん〕descendants 
185 女 I-8 33 おんな じょ female 女の人〔おんなのひと〕woman 

女子〔じょし〕girl 

女性〔じょせい〕female 

男女共学〔だんじょきょうがく〕co-ed 

彼女〔かのじょ〕she, her 
103 好 I-8 34 す(き) 

よし 

こう like 好きな本〔すきなほん〕a shirt (I) like 

大好き〔だいすき〕like very much 

三好〔みよし〕さん Miyoshi-san 

好子〔よしこ〕さん Yoshiko-san 

好物〔こうぶつ〕favorite food 
290 田 I-8 35 た 

だ 

でん rice field 田中〔たなか〕さん Tanaka-san 

田舎〔いなか〕countryside 

本田〔ほんだ〕さん Honda-san 
262 男 I-8 36 おとこ だん male 男の子〔おとこのこ〕boy 

男子〔だんし〕boy 

男性〔だんせい〕male 

男女共学〔だんじょきょうがく〕co-ed 
225 先 I-9 37 さき せん first お先に〔おさきに〕Excuse me for 

going/doing something first. 
先生〔せんせい〕teacher 

先月〔せんげつ〕last month 

先週〔せんしゅう〕last week 

先日〔せんじつ〕the other day 
213 生 I-9 38 う(ま れる) 

なま 

せい 

じょう 

to be born 生まれる〔うまれる〕to be born 

誕生日〔たんじょうび〕birthday 

学生〔がくせい〕student 

生徒〔せいと〕pupil 

生たまご〔なまたまご〕raw egg 
116 今 I-9 39 いま こん now 今 now 

今井〔いまい〕さん Imai-san 

今川〔いまがわ〕さん Imagawa-san 

今日〔きょう〕today 
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今週〔こんしゅう〕this week 

今月〔こんげつ〕this month 

今年〔ことし〕this year 

今朝〔けさ〕this morning 
366 毎 I-9 40 X まい every 毎日〔まいにち〕every day 

毎週〔まいしゅう〕every week 

毎月〔まいつき〕every month 

毎年〔まいねん/まいとし〕every year 

毎朝〔まいあさ〕every morning 

毎晩〔まいばん〕every night 
315 年 I-9 41 とし ねん year 今年〔ことし〕this year 

去年〔きょねん〕last year 

来年〔らいねん〕next year 

毎年〔まいねん〕every year 

年を取っている〔としをとっている〕
old (age) 
お年寄り〔おとしより〕the elderly 

２０２０年〔にせんにじゅうねん〕the 
year 2020 
３年生〔さんねんせい〕3rd grade 
student 
年中行事〔ねんちゅうぎょうじ〕
annual event 
お年玉〔おとしだま〕New Year's 
monetary gift 
年末〔ねんまつ〕end of the year 

中年〔ちゅうねん〕middle age 

少年〔しょうねん〕boys; juveniles 
63 休 I-9 42 やす(む) きゅう to rest 夏休み〔なつやすみ〕summer vacation 

冬休み〔ふゆやすみ〕winter vacation

春休み〔はるやすみ〕spring vacation  

休み時間〔やすみじかん〕recess 

休日〔きゅうじつ〕day off 

定休日〔ていきゅうび〕regular day off 
256 大 I-10 43 おお(きい) だい big 大きい家〔おおきいいえ〕a big house 
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大人〔おとな〕adult 

大学〔だいがく〕college 

大学院〔だいがくいん〕graduate 
school 
大学生〔だいがくせい〕college student 

東大〔とうだい〕Tokyo University 

大事〔だいじ〕important 

大丈夫〔だいじょうぶ〕all right 
187 小 I-10 44 ちい(さい) しょう small 小さい〔ちいさい〕small 

小学校〔しょうがっこう〕elementary 
school 
小学生〔しょうがくせい〕elementary 
school student 
小人〔こども〕child 

270 中 I-10 45 なか ちゅう inside 中村〔なかむら〕さん Nakamura-san 

夜中〔よなか〕midnight 

中 学 生 〔 ち ゅ う が く せ い 〕 
middle school student 
中国〔ちゅうごく〕China 

中止〔ちゅうし〕する to cancel 

一日中〔いちにちじゅう〕all day long

勉 強 中 〔 べ ん き ょ う ち ゅ う 〕 
while studying 

236 早 I-10 46 はや(い) そう early 早寝早起き〔はやねはやおき〕early to 
bed, early to rise 
早川〔はやかわ〕さん Hayakawa-san 

早春〔そうしゅん〕early spring 

早朝〔そうちょう〕early morning 

早退〔そうたい〕leave early 
47 学 I-10 47 まな(ぶ) がく to learn 学ぶ〔まなぶ〕to study/learn (in depth)

学校〔がっこう〕school 

学期〔がっき〕semester 

学生〔がくせい〕student(college) 

学長〔がくちょう〕university president 

学者〔がくしゃ〕scholar 
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大学院〔だいがくいん〕graduate 
school 
工学部〔こうがくぶ〕school of 
engineering 
言語学〔げんごがく〕linguistics 

男女共学〔だんじょきょうがく〕co-ed 

修学旅行〔しゅうがくりょこう〕
excursion 
学士号〔がくしごう〕bachelor's degree 

106 校 I-10 48 X こう school 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〕middle 
school 
高校〔こうこう〕high school 

校長先生〔こうちょうせんせい〕
principal 
校歌〔こうか〕school song 

320 白 I-11 49 しろ ばい 

はく 

white 白い〔しろい〕white 

白人〔はくじん〕Caucasian 

白紙〔はくし〕blank paper 

紅白歌合戦〔 こうはくうたが っ せ 

ん 〕 Red & White Song Festival 
333 百 I-11 50 X ひゃく hundred 百円〔ひゃくえん〕100 yen 

三百〔さんびゃく〕300 

八百〔はっぴゃく〕800 

八百屋〔やおや〕greengrocer 
226 千 I-11 51 ち せん thousand 千円〔せんえん〕one thousand yen 

三千〔さんぜん〕three thousand 

千代田区〔ちよだく〕Chiyoda Ward 
(Tokyo) 

368 万 I-11 52 X まん ten 
thousand 

一万円〔いちまんえん〕10,000 yen 

百万〔ひゃくまん〕1,000,000 
20 円 I-11 53 まる えん circle 

yen 
百円〔ひゃくえん〕100 yen 

一万円〔いちまんえん〕10,000 yen 

十万円〔じゅうまんえん〕100,000 yen 
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百万円〔ひゃくまんえん〕1,000,000 
yen 
円山公園〔まるやまこうえん〕
Maruyama Park 

89 見 I-11 54 み(る) けん to see/ 
look/ 
watch 

見つける〔みつける〕to find 

お 花 見 〔 お は な み 〕 cherry blossom 
viewing 
見物〔けんぶつ〕sightseeing 

見学〔けんがく〕study by observation

意見〔いけん〕opinion 
285 天 I-12 55 あま てん heaven 天気〔てんき〕weather 

天国〔てんごく〕heaven 

天才〔てんさい〕genius 

天の川〔あまのかわ〕Milky Way 

天ぷら〔てんぷら〕tempura 
67 牛 I-12 56 うし ぎゅう cow 子牛〔こうし〕calf  

牛の肉〔うしのにく〕cow meat 

牛肉〔ぎゅうにく〕beef 

牛乳〔ぎゅうにゅう〕milk(cow's) 

和牛〔わぎゅう〕Japanese beef steer 

神戸牛〔こうべぎゅう〕Kobe beef 

牛丼〔ぎゅうどん〕beef donburi 
* 良 I-12 57 よ(い) りょう good 良い〔よい〕good 

良く出来ました〔よくできました〕
Well done. 
良心〔りょうしん〕conscience 

194 食 I-12 58 た(べる) しょく to eat 食べ物〔たべもの〕food 

食事〔しょくじ〕meal 

朝食〔ちょうしょく〕breakfast 

昼食〔ちゅうしょく〕lunch 

夕食〔ゆうしょく〕dinner 

夜食〔やしょく〕night meal 

食後〔しょくご〕after meal 

食券〔しょっけん〕meal ticket 
93 言 I-12 59 い(う) げん to say 言う〔いう〕to say 
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言語〔げんご〕language 

言語学〔げんごがく〕linguistics 

方言〔ほうげん〕dialect 
99 語 I-12 60 かた(る) ご to talk 物語〔ものがたり〕story 

日本語〔にほんご〕Japanese language 

外国語〔がいこくご〕foreign language 

語学〔ごがく〕language study 

言語学〔げんごがく〕linguistics 
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Adventures in Japanese Vol. II-(4th edition) Kanji List – (100 NEW kanji) 
* Kanji in AIJ, not on AP 

 
AP# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語 

140 私 II-2 61 わたし し I 
private 

私の本〔わたしのほん〕my book 

私 立 〔 し り つ ／ わ た く し り つ 〕 
private(establishment) 

* 才 II-2 62 X さい ability 一才〔いっさい〕one year old 

天才〔てんさい〕genius 

才能〔さいのう〕talent, ability 

文才〔ぶんさい〕literary talent 
190 上 II-2 63 あが(る) 

うえ 

かみ 

じょう top 
 

上がる〔あがる〕to go up 

上原〔うえはら〕さん Uehara-san 

川上〔かわかみ〕さん Kawakami-san 

上手〔じょうず〕skillful 

上品〔じょうひん〕elegant 
27 下 II-2 64 した か 

げ 

under 山下〔やました〕さん Yamashita-san 

以下〔いか〕less than 

下手〔へた〕unskillful 
13 右 II-2 65 みぎ う 

ゆう 

right 
(side) 

右手〔みぎて〕right hand 

右足〔みぎあし〕right foot 

右側〔みぎがわ〕right side 

左右〔さゆう〕left and right 
119 左 II-2 66 ひだり さ left 左目〔ひだりめ〕left eye 

左手〔ひだりて〕left hand 

左側〔ひだりがわ〕left side 

左利き〔ひだりきき〕left-hander 

左右〔さゆう〕left and right 
372 名 II-3 67 な めい name 名前〔なまえ〕name 

名古屋〔なごや〕Nagoya 

氏名〔しめい〕full name 

有名〔ゆうめい〕famous 

名人〔めいじん〕expert 

名物〔めいぶつ〕famous product 
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名門校〔めいもんこう〕famed school 
46 外 II-3 68 そと がい 

げ 

outside 家の外〔いえのそと〕outside of the 
house 
外国語〔がいこくご〕foreign language 

外国人〔がい(こく)じん〕foreigner 

外出〔がいしゅつ〕する to go out 

海外旅行〔かいがいりょこう〕travel 
abroad 
外来語〔がいらいご〕foreign origin word 

市外電話〔しがいでんわ〕long-distance 
call 
外泊〔がいはく〕する to spend a night 
away from home 
外食〔がいしょく〕eating out 

外車〔がいしゃ〕foreign car 

外見〔がいけん〕appearance 

外交〔がいこう〕diplomacy 

外科〔げか〕surgical department 
232 前 II-3 69 まえ ぜん before 

 front 
寝る前〔ねるまえ〕before sleeping 

病院 の 前〔びょう いんのまえ〕front of 
the hospital 
前川〔まえかわ〕さん Maekawa-san 

午前〔ごぜん〕a.m. 

前後〔ぜんご〕front and back 
410 話 II-3 70 はな(す) わ to talk 話す〔はなす〕to talk 

電話〔でんわ〕telephone 

会話〔かいわ〕conversation 

英会話〔えいかいわ〕English 
conversation 

184 書 II-3 71 か(く) しょ to write 書く〔かく〕to write 

辞書〔じしょ〕dictionary 

参考書〔さんこうしょ〕reference book

書道〔しょどう〕calligraphy 
29 何 II-3 72 なに 

なん 

か what 何時〔なんじ〕What time? 

何人〔なんにん〕How many people? 
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何人〔なにじん〕What nationality? 

何回〔なんかい〕How many times? 

何日〔なんにち〕What day of the 
month? 
何時間も〔なんじかんも〕many hours 

何度も〔なんども〕many times 
378 門 II-4 73 X もん gate 門〔もん〕gate 

校門〔こうもん〕school gate 

正門〔せいもん〕front gate 

専門〔せんもん〕specialty 
350 聞 II-4 74 き(く) ぶん to listen 聞く〔きく〕to listen; to ask 

新聞〔しんぶん〕newspaper 
14 雨 II-4 75 あめ う rain 大雨〔おおあめ〕heavy rain 

雨天〔うてん〕rainy weather 

小雨〔こさめ〕drizzle 

梅雨〔つゆ〕rainy season 
291 電 II-4 76 X でん electricity 電話〔でんわ〕telephone 

電車〔でんしゃ〕train 

電気〔でんき〕electricity 

電力〔でんりょく〕electric power 

電子〔でんし〕レンジ microwave  
69 魚 II-4 77 さかな ぎょ fish 魚料理〔さかなりょうり〕fish cooking 

魚屋〔さかなや〕fish store 

魚釣り〔さかなつり〕fishing 

人魚〔にんぎょ〕mermaid 

金魚〔きんぎょ〕goldfish 
311 肉 II-4 78 X にく meat 牛肉〔ぎゅうにく〕beef 

豚肉〔ぶたにく〕pork 

鶏肉〔とりにく〕chicken 

筋肉〔きんにく〕muscles 
2 安 II-4 79 やす(い) あん cheap 

peaceful 
安い本〔やすいほん〕a cheap book 

安物〔やすもの〕cheap thing 

大安売り〔おおやすうり〕big sale 

安田さん〔やすだ〕さん Yasuda-san 
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安心〔あんしん〕する be relieved 

安全〔あんぜん〕safe 

安藤さん〔あんどう〕さん Ando-san 
111 高 II-4 80 たか(い) こう tall 

expensive 
背が高い〔せがたかい〕tall (height) 

高田〔たかた〕さん Takata-san 

高校〔こうこう〕high school 

女子高校〔じょしこうこう〕girl's high 
school 
男子校〔だんしこう〕boy's school 

高校生〔こうこうせい〕high school 
student 
最高〔さいこう〕supreme 

59 帰 II-4 81 かえ(る) き to return 家に帰る〔いえにかえる〕return home 

帰宅時間〔きたくじかん〕time one 
returns home 
帰国子女〔きこくしじょ〕child who has 
returned to his/her own country 

318 買 II-4 82 か(う) ばい to buy 買う〔かう〕to buy 

買物〔かいもの〕shopping 
91 元 II-5 83 もと げん 

がん 

original 元気〔げんき〕healthy 

元旦〔がんたん〕the first day of the year 
60 気 II-5 84 X き spirit 元気〔げんき〕healthy 

天気予報〔てんきよほう〕weather 
forecast 
気温〔きおん〕temperature 

気分〔きぶん〕がいい to feel good; to be 
in good spirits 
合気道〔あいきどう〕aikido 

空気〔くうき〕air 

電気〔でんき〕electricity 

人気〔にんき〕がある is popular 

気持ちが悪い〔きもちがわるい〕to feel 
sick 

172 週 II-5 85 X しゅう week 今週〔こんしゅう〕this week 

来週〔らいしゅう〕next week 

先週〔せんしゅう〕last week 
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毎週〔まいしゅう〕every week 

週末〔しゅうまつ〕weekend 

一週間〔いっしゅうかん〕one week 
52 間 II-5 86 あ い だ  

ま 

かん interval 
space 

 

夏の間〔なつのあいだ〕during the 
summer 
客間〔きゃくま〕guest room 

洋間〔ようま〕Western style room 

床の間〔とこのま〕alcove 

上間〔うえま〕さん Uyema-san 

時間〔じかん〕time 

何時間〔なんじかん〕How many hours? 
178 出 II-5 87 で(る) 

だ(す) 

しゅつ to go out 家を出る〔いえをでる〕to leave home 

出口〔でぐち〕exit 

日の出〔ひので〕sunrise 

宿 題 を 出 す 〔 し ゅ く だ い を だ 

す 〕 turn in homework 

出来る〔できる〕can do 

出発〔しゅっぱつ〕する to depart 

外出〔がいしゅつ〕going out 

出身〔しゅっしん〕place of origin 

出席〔しゅっせき〕attendance 

出世〔しゅっせ〕promotion; successful 
career 
 

97 午 II-5 88 X ご noon 午前〔ごぜん〕a.m. 

午後〔ごご〕p.m. 

正午〔しょうご〕noon 
98 後 II-5 89 う し(ろ) 

 あと 

ご after 後で〔あとで〕later 

車の後ろ〔くるまのうしろ〕behind the 
car 
午後〔ごご〕p.m. 

前後〔ぜんご〕front and back 
11 飲 II-5 90 の(む) いん to drink 水を飲む〔みずをのむ〕to drink water 

飲み水〔のみみず〕drinking water 

飲料水〔いんりょうすい〕drinking 
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water 
143 事 II-5 91 こと 

ごと 

し/じ matter どんな事〔こと〕what kind of matter? 

仕事〔しごと〕job 

工事中〔こうじちゅう〕under 
construction 
事務所〔じむしょ〕office 

年中行事〔ねんじゅうぎょうじ〕annual 
event 
州知事〔しゅうちじ〕governor 

39 回 II-5 92 あ(う) かい to meet 会う〔あう〕to meet 

教会〔きょうかい〕church 

会に出る〔かいにでる〕to attend a 
meeting 
会長〔かいちょう〕president (of a 
society) 
会場〔かいじょう〕meeting place 

司会〔しかい〕master of ceremonies 
212 正 II-6 93 た だ(しい) しょう 

 

correct 正しい〔ただしい〕correct 

お正月〔おしょうがつ〕New Year's Day

正直〔しょうじき〕honest 

大正時代〔 た い し ょ う じ だ い 〕 
Taisho Period 

145 寺 II-6 94 てら 

でら 

じ temple お寺〔てら〕temple 

寺田〔てらだ〕さん Terada-san 

本願寺〔ほんがんじ〕Hongwanji Temple 
147 時 II-6 95 とき 

と 

じ time その時〔とき〕at that time 

時々〔ときどき〕sometimes 

時計〔とけい〕clock; watch 

九時〔くじ〕nine o'clock 

時間〔じかん〕time 

時差〔じさ〕time difference 
253 待 II-6 96 ま(つ) たい to wait 待つ〔まつ〕to wait 

待合室〔まちあいしつ〕waiting room 

招待〔しょうたい〕する to invite 
146 持 II-6 97 も(つ) じ to hold 持ち物〔もちもの〕one's property 
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お持ち帰り〔おもちかえり〕
takeout(food) 

72 教 II-6 98 おし(える) きょう to teach 教える〔おしえる〕to teach 

教室〔きょうしつ〕classroom 

教科書〔きょうかしょ〕textbook 

教育〔きょういく〕education 

教師〔きょうし〕teacher 

教授〔きょうじゅ〕professor 
38 会 II-6 99 あ(う) かい to meet 会う〔あう〕to meet 

教会〔きょうかい〕church 

会に出る〔かいにでる〕to attend a 
meeting 
会長〔かいちょう〕president (of a 
society) 
会場〔かいじょう〕meeting place 

司会〔しかい〕master of ceremonies 
269 着 II-6 100 き(る) 

 つ(く) 

ちゃく to wear/ 
arrive 

着物〔きもの〕kimono 

下着〔したぎ〕underwear 

着る〔きる〕to wear [above the waist] 

着く〔つく〕to arrive 

東京着〔とうきょうちゃく〕arrive at 
Tokyo 
到着〔とうちゃく〕arrival 

着信〔ちゃくしん〕arrival of mail 
224 雪 II-6 101 ゆき せつ snow 雪が降る〔ゆきがふる〕to snow 

大雪〔おおゆき〕heavy snow 

雪祭り〔ゆきまつり〕Snow Festival 

雪山〔ゆきやま〕snow mountain 

雪像〔せつぞう〕snow statue 
31 家 II-6 102 いえ か house 

 person 
大きい家〔おおきいいえ〕a big house 

家族〔かぞく〕family 

家内〔かない〕(own)wife 

家庭〔かてい〕family; household 

画家〔がか〕painter(artist) 

小説家〔しょうせつか〕novelist 
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18 英 II-7 103 X えい British 
brave 

英国〔えいこく〕England 

英語〔えいご〕English 

英会話〔えいかいわ〕English 
conversation 

114 国 II-7 104 くに こく country 美しい国〔うつくしいくに〕a beautiful 
country 
国々〔くにぐに〕countries 

中国〔ちゅうごく〕China 

韓国〔かんこく〕Korea 

外国〔がいこく〕foreign country 

国内〔こくない〕domestic 

全国大会〔ぜんこくたいかい〕national 
athletic meet 
四国〔しこく〕Shikoku island 

国語〔こくご〕national language 
88 犬 II-7 105 いぬ けん dog 小さい犬〔ちいさいいぬ〕a small dog

秋田犬〔あきたけん〕Akita dog(breed) 
215 青 II-7 106 あお せい blue 青色〔あおいろ〕blue color 

青空〔あおぞら〕blue sky 

青木〔あおき〕さん Aoki-san 

青森〔あおもり〕Aomori 

青信号〔あおしんごう〕green light 

青春〔せいしゅん〕youth 
327 番 II-7 107 X ばん number 一番〔いちばん〕best, first, No. 1 

番号〔ばんごう〕number 

番地〔ばんち〕house number 

順番〔じゅんばん〕order; sequence 

交番〔こうばん〕police box 

テレビ番組〔ばんぐみ〕TV program 
358 方 II-7 108 かた 

がた 

ほう person / 
way of 
doing / 

 side 

あの方〔かた〕that person over there 

夕方〔ゆうがた〕twilight; dusk 

食べ方〔たべかた〕how to eat 

どちらの方〔ほう〕which one (of two)? 

方言〔ほうげん〕dialect 

地方〔ちほう〕district 
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方角〔ほうがく〕direction; compass 
point 

193 色 II-7 109 いろ しき color 黄色〔きいろ〕yellow 

色紙〔いろがみ〕colored paper 

色紙〔しきし〕square drawing paper 
24 屋 II-7 110 や おく store 

 roof 
花屋〔はなや〕flower shop 

魚屋〔さかなや〕fish market 

薬屋〔くすりや〕pharmacy 

屋根〔やね〕roof 

屋上〔おくじょう〕rooftop 

屋外〔おくがい〕outdoors 
319 売 II-7 111 う(る) ばい to sell 安売り〔やすうり〕sale 

売店〔ばいてん〕shop, stand 

商売〔しょうばい〕trade, business 

券売機〔けんばいき〕ticket vending 
machine 

306 読 II-7 112 よ(む) どく to read 本を読む〔ほんをよむ〕read a book 

読み物〔よみもの〕reading material 

読売新聞〔よみうりしんぶん〕Yomiuri 
Newspaper 
読書〔どくしょ〕reading 

音読〔おんどく〕reading aloud 
382 友 II-8 113 とも ゆう friend 友達〔ともだち〕friend 

友人〔ゆうじん〕friend 

友情〔ゆうじょう〕friendship 

親友〔しんゆう〕best friend 

友子〔ともこ〕さん Tomoko-san 
242 足 II-8 114 あし  

た(りる) 

そく foot 
 enough 

右足〔みぎあし〕right foot 

左足〔ひだりあし〕left foot 

手足〔てあし〕hands and feet 

足りない〔たりない〕not enough 

不足〔ふそく〕shortage 
288 点 II-8 115 X てん point 十点〔じゅってん〕10 points 

悪い点〔わるいてん〕bad score 
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満点〔まんてん〕perfect score 
323 半 II-8 116 X はん half 半分〔はんぶん〕half 

五時半〔ごじはん〕5:30 
182 所 II-8 117 ところ しょ place どんな所〔ところ〕What kind of place? 

田所〔たどころ〕さん Tadokoro-san 

台所〔だいどころ〕kitchen 

場所〔ばしょ〕place 

住所〔じゅうしょ〕address 
16 映 II-8 118 うつ(す) えい to project 映画〔えいが〕movie 

映画館〔えいがかん〕movie theater 

上映時間〔じょうえいじかん〕running 
time of a movie 
映し出す〔うつしだす〕to project 

37 画 II-8 119 X が 

かく 

picture 
 stroke 

映画館〔えいがかん〕movie theater 

日本画〔にほんが〕Japanese painting 

洋画〔ようが〕Western paintings/movie 

画家〔がか〕painter (artist) 

漫画〔まんが〕comic, cartoon 

画数〔かくすう〕number of strokes 
163 取 II-8 120 と(る) しゅ to take 日本語を取る〔にほんごをとる〕take 

Japanese 
取引〔とりひき〕business; dealings 

313 入 II-8 121 はい(る) 

 い(れる) 

にゅう to enter 入る〔はいる〕to enter 

入れる〔いれる〕to put in 

入口〔いりぐち〕entrance 

入学式〔 にゅうがくしき〕school 
entrance ceremony 
入場券〔にゅうじょうけん〕admission 
ticket 
入会〔にゅうかい〕する to join a group 

入部〔にゅうぶ〕する to join a club 

入試〔にゅうし〕entrance exam 
238 走 II-8 122 はし(る) そう to run 走る〔はしる〕to run 

走者〔そうしゃ〕runner 

暴 走 族 〔 ぼ う そ う ぞ く 〕 reckless-
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driving delinquents 
44 開 II-9 123 あ(ける) 

ひら(く) 

かい 
 

to open 戸を開ける〔とをあける〕to open a 
door 
戸が開く〔とがあく〕door opens 

花が開く〔はながひらく〕flowers open 
(bloom) 
開場時間〔かいじょうじかん〕opening 
time 
開会式〔かいかいしき〕opening 
ceremony 

174 住 II-9 124 す(む) じゅう to live 住む〔すむ〕to reside 

住所〔じゅうしょ〕address 

住人〔じゅうにん〕resident 

住田〔すみだ〕さん Sumida-san 

三井住友銀行〔 みついすみともぎ ん こ 

う 〕 Mitsui-Sumitomo Bank 
330 美 II-9 125 うつく(しい) び beautiful 美しい〔うつくしい〕beautiful 

美人〔びじん〕beautiful woman 

美術〔びじゅつ〕fine art 

美術館〔びじゅつかん〕art museum 

美容院〔びよういん〕beauty salon 
161 若 II-9 126 わか(い) じゃく young 若者〔わかもの〕young person 

若さ〔わかさ〕youth 
373 明 II-9 127 あ か(るい) めい bright 明るい〔あかるい〕bright 

明日〔あした〕tomorrow 

明 治 時 代 〔 め い じ じ だ い 〕 Meiji 
Period (1868-1912) 
説明〔せつめい〕explanation 

明暗〔めいあん〕light and darkness 
403 力 II-9 128 ちから りょく power 力持ち〔ちからもち〕strong person 

協力〔きょうりょく〕する to cooperate 

努力〔どりょく〕する to make efforts 
344 風 II-9 129 かぜ ふう wind 風〔かぜ〕wind 

風邪〔かぜ〕a cold 

強風〔きょうふう〕strong wind 
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台風〔たいふう〕typhoon 

風力〔ふうりょく〕wind power 

和風〔わふう〕Japanese style 

洋風〔ようふう〕Western style 
208 世 II-9 130 よ せ world 世の中〔よのなか〕society, world 

世界〔せかい〕world 

二世〔にせい〕second generation 

２１世紀〔 に じ ゅ う い っ せ い き 〕 
21st century 

41 界 II-9 131 X かい boundary 世界〔せかい〕world 
148 次 II-9 132 つぎ じ next 次の日〔つぎのひ〕next day 

次郎〔じろう〕さん 
248 多 II-10 133 おお(い) た many 多くの人〔おおくのひと〕many people 

多分〔たぶん〕probably 

多少〔たしょう〕more or less 
188 少 II-10 134 すく(ない) 

 すこ(し) 

しょう few 
 

少ない〔すくない〕few 

少し〔すこし〕a little 

少々〔しょうしょう〕just a minute 

少年〔しょうねん〕juvenile 

少女〔しょうじょ〕little girl 

少人数〔 しょ うにんずう 〕small 
group(of people) 
多少〔たしょう〕more or less 

139 止 II-10 135 と(まる/ 

     める) 

し to stop 止まれ！〔とまれ〕Stop! 

中止〔ちゅうし〕する to cancel 

通行止め〔つうこうどめ〕No 
thoroughfare. 

356 歩 II-10 136 ある(く) ほ 

ぽ 

to walk 歩く〔あるく〕to walk 

散歩〔さんぽ〕a walk, stroll 

横 断 歩 道 〔 お う だ ん ほ ど う 〕 
pedestrian crossing 
歩行者〔ほこうしゃ〕pedestrian 

150 自 II-10 137 X じ self 自分〔じぶん〕oneself 

自信〔じしん〕confidence 

自動車〔じどうしゃ〕car 
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自転車〔じてんしゃ〕bicycle 

自動改札口〔じどうかいさつぐち〕
ticket gate 
自 動 販 売 機 〔 じ ど う は ん ば い 

き 〕 vending machine 
304 道 II-10 138 みち どう road 

way 
道〔みち〕road 

道子〔みちこ〕さん 

道路〔どうろ〕road 

横断歩道〔おうだんほどう〕pedestrian 
crossing 
書道〔しょどう〕calligraphy 

茶道〔さどう/ちゃどう〕tea ceremony 

柔道〔じゅうどう〕judo 

剣 道 〔 け ん ど う 〕 kendo [way of the 
sword] 
合気道〔あいきどう〕aikido 

道場〔どうじょう〕dojo; hall used for 
martial arts 
北海道〔ほっかいどう〕Hokkaido 

道徳〔どうとく〕morals 
347 物 II-10 139 もの ぶつ 

もつ 

thing 
(tangible) 

食物〔たべもの〕food 

飲物〔のみもの〕drink 

着物〔きもの〕kimono 

買物〔かいもの〕shopping 

乗物〔のりもの〕vehicle 

荷物〔にもつ〕luggage, baggage 

洗濯物〔せんたくもの〕laundry 

物語〔ものがたり〕tale, story 

動物〔どうぶつ〕animal 

動物園〔どうぶつえん〕zoo 

植物〔しょくぶつ〕plant 

物理〔ぶつり〕physics 

生物〔せいぶつ〕biology 
100 公 II-10 140 おおや(け) こう public 公立〔こうりつ〕public (institution) 

公園〔こうえん〕park 
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ハチ公〔ハチこう〕Hachiko (a statue of a 
dog) 
公害〔こうがい〕pollution 

公衆便所〔 こうしゅうべんじ ょ 〕 
public restroom 

21 園 II-10 141 その えん garden 公園〔こうえん〕park 

上野公園〔うえのこうえん〕Ueno Park 

動物園〔どうぶつえん〕zoo 

園長〔えんちょう〕kindergarten 
principal 
遊園地〔ゆうえんち〕amusement park 

園田〔そのだ〕さん Sonoda-san 
76 近 II-10 142 ちか(い) きん 

こん 

near 近い店〔ちかいみせ〕nearby shop 

国近〔くにちか〕さん Kunichika-san 

近藤〔こんどう〕さん Kondo-san 

近所〔きんじょ〕neighborhood 
277 鳥 II-11 143 とり ちょう bird 青い鳥〔あおいとり〕a blue bird 

小鳥〔ことり〕a small bird 

焼き鳥〔やきとり〕grilled skewered 
chicken 
鳥肉〔とりにく〕chicken 

鳥類〔ちょうるい〕birds 
255 台 II-11 144 X たい 

だい 

step 一台の車〔いちだいのくるま〕one car

台湾〔たいわん〕Taiwan 

台所〔だいどころ〕kitchen 

台風〔たいふう〕typhoon 
229 洗 II-11 145 あら(う) せん to wash 洗う〔あらう〕to wash 

洗濯機〔せんたくき〕washing machine 

洗面所〔せんめんじょ〕washroom 

洗顔石鹸〔せんがんせっけん〕facial 
soap 

124 作 II-11 146 つく(る) さく to make 作る〔つくる〕to make 

作り方〔つくりかた〕how to make 

作文〔さくぶん〕composition 

作家〔さっか〕novelist 



AP Kanji List 

作詞〔さくし〕lyrics 

作曲〔さっきょく〕musical composition 

作品〔さくひん〕work, production 

作田〔さくだ〕さん Sakuda-san 

作物〔さくもつ〕crops 
131 使 II-11 147 つか(う) し to use 使う〔つかう〕to use 

使用料〔しようりょう〕rent; hire 

大使〔たいし〕ambassador 

大使館〔たいしかん〕embassy 
263 知 II-11 148 し(る) ち to know 知らない〔しらない〕do not know 

知人〔ちじん〕friend, acquaintance 

知事〔ちじ〕governor 
402 料 II-11 149 X りょう material 

 fee 
料理〔りょうり〕cooking 

調味料〔ちょうみりょう〕seasoning 

材料〔ざいりょう〕ingredients 

料金〔りょうきん〕fare; fee 

無料〔むりょう〕free of charge 

授業料〔じゅぎょうりょう〕tuition 

入場料〔にゅうじょうりょう〕
admission fee 

397 理 II-11 150 X り reason 理科〔りか〕science 

理想〔りそう〕ideal 

理由〔りゆう〕reason 

理解〔りかい〕する to understand 

料理〔りょうり〕cooking 
276 長 II-11 151 なが(い) ちょう long 

head 
長い間〔ながいあいだ〕for a long time

長崎〔ながさき〕Nagasaki 

長島〔ながしま〕さん Nagashima-san 社

長〔しゃちょう〕company president 

会長〔かいちょう〕president (of a 
society) 
市長〔しちょう〕mayor 

長所〔ちょうしょ〕good point 
155 室 II-11 152 X しつ room 教室〔きょうしつ〕classroom 
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図書室〔としょしつ〕library room 

茶室〔ちゃしつ〕tea room 
249 太 II-12 153 ふと(る) た 

たい 

fat 太る〔ふとる〕to gain weight 

太平洋〔たいへいよう〕Pacific Ocean 

太陽〔たいよう〕sun 

太郎さん〔たろうさん〕Taro-san 
398 立 II-12 154 た(つ) りつ to stand 立つ〔たつ〕to stand 

起立〔きりつ〕Stand. 

公 立 〔 こ う り つ 〕 publicly established 
(institution) 
私 立 〔 し り つ / わ た く し り つ 〕 
private (institution) 
市立〔しりつ/いちりつ〕municipal 

州立〔しゅうりつ〕state (establishment) 

国立公園〔こくりつこうえん〕national 
park 

65 泣 II-12 155 な(く) きゅう to cry 泣く〔なく〕to cry 

泣き虫〔なきむし〕crybaby 

号泣〔ごうきゅう〕する to cry aloud 
234 全 II-12 156 ま っ た(く) ぜん whole 全部〔ぜんぶ〕all 

全体〔ぜんたい〕whole 

全然〔ぜんぜん〕(not) at all 

全国〔ぜんこく〕national 

全員〔ぜんいん〕everyone 
343 部 II-12 157 へ ぶ part 全部〔ぜんぶ〕all 

一部〔いちぶ〕one part 

部分〔ぶぶん〕portion 

部員〔ぶいん〕member 

部活〔ぶかつ〕club activity 

部屋〔へや〕room 

子供部屋〔こどもべや〕child's room 
130 仕 II-12 158 つか(える) し to serve 仕事〔しごと〕job 

運転 の 仕方〔 うんてんのしか た 〕 
how to drive 
仕方〔しかた〕がない it cannot be 
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helped 
仕上げる〔しあげる〕to complete 

197 心 II-12 159 こころ しん heart いい心〔こころ〕good heart 

安心〔あんしん〕する to be relieved 

心配〔しんぱい〕する to worry 

中心〔ちゅうしん〕center 
137 思 II-12 160 おも(う) し to think 思い出〔おもいで〕memory 

思い出す〔おもいだす〕to recall, 
remember 
思考力〔しこうりょく〕ability to think 

1 悪 II-12 161 わる(い) あく bad 悪い〔わるい〕is bad 

悪人〔あくにん〕a bad person 
43 絵 II-12 162 え かい painting 絵を描く〔えをかく〕to paint a picture 

絵文字〔えもじ〕pictograph 

絵画〔かいが〕picture 
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Adventures in Japanese Vol. III(4th edition) Kanji List COMING SOON 
* Kanji in AIJ, not on AP 

 
AP# 漢字 AIJ-L AIJ# 訓読み 音読み 意味 熟語 

        
        
        

 
 
How to put together the list: 

1) Confirm and finalize kanji list/manuscript for Vol. 3 
2) Compile list and cross-reference numbers with 3rd ed. AP kanji list 

a. AP # 
b. AIJ# 
c. NEW AIJ chapter/section appearance 

*NOTE – do not include “new reading” kanji or recognition kanji, only input 
ONCE when kanji is learned (reading/writing) 

3) Cross-check Vol. 3 kanji ms against 3rd ed. AP kanji list 
a. readings 
b. meanings 
c. examples 

4) Check for RUBY text 
5) Check format and font  


