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よみがな 語彙 英語 

あいしょう（にっくねーむ、よびな） 愛称（ニックネーム、呼び名） Nickname 

あたま 頭 Head 

あとぴー アトピー Atopia 

あなふぃらきしーしょっく（つよいあれるぎーはん

のう） 

アナフィラキシーショック（強いアレル

ギー反応） 

Anaphylactic shock (strong allergic reaction) 

あるばいと アルバイト Part-time job 

あれるぎー（かじょうはんのう、くすりやたべもの

でからだがわるくなること） 

アレルギー（過剰反応、薬や食べ物

で体が悪くなること） 

Allergies (an abnormal reaction of the body, 

medicine or food causes someone to become sick) 

い 胃 Stomach 

いかいよう 胃潰瘍 Stomach ulcer 

いきぎれがする  息切れがする  Shortness of breath 

いくら いくら Salmon roe 

いし（おいしゃさん） 医師（お医者さん） Physician (doctor) 

いじょうなし（せいじょう、だいじょうぶ） 異常なし（正常、大丈夫） No abnormalities (normal, okay) 

いじょうはない（せいじょう、だいじょうぶ） 異常はない（正常、大丈夫） No abnormalities (normal, okay) 

いっこだて 一戸建て Residential home 

いっぱんてきなたいちょうふりょう 一般的な体調不良 General poor condition 

いにん（まかせること） 委任（まかせること） Delegation (delegate) 

いりょうきかんめい（びょういんのなまえ） 医療機関名（病院の名前） Name of medical institution (name of hospital) 

［にんしんけんさで］いんせい（にんしんのかのう

せいがちいさい） 

［妊娠検査で］陰性（妊娠の可能性

が小さい） 

[Pregnancy checkup] Negative (little chance for 

pregnancy) 

うちわけ（ないよう） 内訳（内容） Breakdown, details (content) 

うつし（こぴー） 写し（コピー） Copy (copy) 

うんてんめんきょしょう 運転免許証 Driver's license 

えび エビ Shrimp 

えむあーる MR Measles and rubella 

おあずけいれきんがく（さいしょにつうちょうにい

れるおかね） 

お預け入れ金額（最初に通帳に入

れるお金） 

Deposit amount (amount of money you deposit this 

time) 

おうと（げろ） 嘔吐（ゲロ） Vomiting (Vomit) 

おーとすうぃんぐげんどがく（りようじょうげんがく

のこと１０００まんえんがじょうげん） 

オートスウィング限度額（利用上限

額のこと１０００万円が上限） 

Auto swing limit (Base amount is 0 to 13 million 

yen. You put the maximum amount of ordinary 

savings account. An amount over this limit does 

not generate interest.) 

おーとろっく（じどうでかぎがかかるどあ） オートロック（自動でカギがかかるド

ア） 

Auto-lock (automatic lock, self-locking) 

おくちのおていれ（はみがきなど） お口のお手入れ（歯みがきなど） Oral care (such as brushing one's teeth) 

おたふくかぜ おたふくかぜ Mumps 

おところ（じゅうしょ） おところ（住所） Address 

おとどけけさき（にもつがとどくところ） お届け先（荷物が届くところ） To, delivery address 

おなか お腹 Stomach 

おなかがいたい（ふくつう） お腹が痛い（腹痛） Stomach pain (abdominal pain) 

おなかがはる  お腹がはる  Feeling bloated 

おもうしこみしゃ（このしょるいをかいているひ

と） 

お申込者（この書類を書いている

人） 

Applicant (who are writing this document) 

おもうしこみび（このしょるいをだすひ） お申込日（この書類を出す日） Date of notification (date that you submit this 

document) 

おりもの おりもの Vaginal discharge 

かいごし 介護士 Caregiver 
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がいこうとっけん（くにをだいひょうするしごと［が

いこうかんなど］がもつとくべつなけんり） 

外交特権（国を代表する仕事［外交

官など］が持つ特別な権利） 

Diplomatic immunity (special rights with the work 

to represent the country such as diplomats) 

かいごほけんしせつ（かいごさーびすをうけられ

るしせつ） 

介護保険施設（介護サービスを受け

られる施設） 

Long-term health insurance facility (facilities that 

you can receive long-term care services) 

かいしゃ／きぎょう 会社／企業 Company /Business enterprise 

かいしゃいん 会社員 Company employee 

かいやく 解約 Cancellation 

かいやくづき（なんがつにかいやくしたいか） 解約月（何月に解約したいか） Month of cancellation (which month you want to 

cancel) 

かおやからだのむくみがある 顔や体のむくみがある Swelling of the face and body 

かきとめ 書留 Registered mail 

がいしょう（けが） 外傷（けが） External injury, traumatic wound 

がくせい 学生 Student 

がくどうほいく（がっこうがおわってからしせつで

こどもをあずかること） 

学童保育（学校が終わってから施設

で子どもを預かること） 

After-school care for children (taking care of the 

children at the local facility after school) 

がくれき（これまでべんきょうしたがっこうのいち

らん） 

学歴（これまで勉強した学校の一

覧） 

Education history (a list of schools that you have 

studied so far) 

がす ガス Gas 

がすめーたー（がすのしようりょうをしめすきき） ガスメーター（ガスの使用量を示す

機器） 

Gas meter (device indicating the amount of used 

gas) 

かぜい（ぜいきんをはらうこと）  課税（税金を払うこと）  Taxation (to pay taxes) 

かぞく 家族 Family 

かぞくこうせい（かぞくはどんなひとですか？） 家族構成（家族はどんな人です

か？） 

Family structure (about family:relationship, age, 

job) 

かていからのれんらく（おやがせんせいにつた

えたいこと） 

家庭からの連絡（親が先生に伝えた

いこと） 

Contact from the home (parents that want to tell 

the teacher) 

かに カニ Crab 

かふんしょう／あれるぎーせいびえん 花粉症／アレルギー性鼻炎 Hay fever / allergic rhinitis 

かんえん 肝炎 Hepatitis 

かんこうへん 肝硬変 Cirrhosis of the liver 

かんしつせいはいえん 間質性肺炎 Interstitial pneumonia 

かんせつがいたい 間節が痛い Pain in joints 

かんせんしょう 感染症 Infection 

かんせんせいいちょうえん（のろうぃるす） 感染性胃腸炎（ノロウィルス） Infectious gastroenteritis (norovirus) 

かんぞう 肝臓 Liver 

きーわーど キーワード Keyword 

きかんし 気管支 Bronchial tube 

きそねんきんばんごう 基礎年金番号 The basic pension number 

きたくさき（がっこうがおわってからこどもがかえ

るところ） 

帰宅先（学校が終わってから子ども

が帰るところ） 

Home address, returning home destination (where 

the child return after the end of school) 

きぶんがわるい 気分が悪い Feeling of unwellness, in bad shape 

きゅういん（ぶんべん） 吸引（分娩） Aspiration (delivery) 

きゅうじゅうしょ（ひっこしまえのじゅうしょ） 旧住所（引っ越し前の住所） Former address (moving before the address) 

きゅうしょくかつどう（しごとをさがすこと）  求職活動（仕事を探すこと）  Job hunting (secure a job) 

きゅうせい（けっこんするまえのなまえ） 旧姓（結婚する前の名前） Maiden name (the name prior to marriage) 

ぎゅうにゅう 牛乳 Milk 

きゅうよ（きゅうりょう：かいしゃからもらうおか

ね） 

給与（給料：会社からもらうお金） Salary (Salary: money to get from the company) 

きょういん 教員 Teacher, academic 

きょうぎりこん（ふうふのはなしあいでりこんする

こと） 

協議離婚（夫婦の話し合いで離婚す

ること） 

Amicable divorce (to divorce in agreement) 
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きょうしんしょう 狭心症 Angina pectoris 

きょうつうがある  胸痛がある  Have a chest pain 

きりきずがある 切り傷がある Have incised wound, have a cut 

きろく 記録 Record 

きんしゅ（おかねのしゅるい） 金種（お金の種類） Currency denomination (kind of money) 

きんしんしゃ（かぞくやちかいしんせき） 近親者（家族や近い親せき） Close blood relatives (family members and close 

relatives) 

きんむけいたい 勤務形態 Work form 

きんむさき（しごとをしているところ） 勤務先（仕事をしているところ） Office (where I work) 

きんゆうきかん（ぎんこうなど） 金融機関（銀行など） Financial institutions (such as banks) 

ぐあいがわるい 具合が悪い Feeling unwell 

くーる（れいとうやれいぞうすること） クール（冷凍や冷蔵すること） Refrigerated delivery service (goods can be 

delivered at a low temperature) 

くしゃみがでる くしゃみがでる Sneezing 

くすり 薬 Medicine 

くち 口 Mouth 

くりにっく（ちいさいびょういん） クリニック（小さい病院） Clinic (small hospital) 

くれじっと（くれじっとかーど） クレジット（クレジットカード） Credit (credit card) 

けいえいしゃ・こようしゃ（けいえいするひと、しゃ

ちょう） 

経営者・雇用者（経営する人、社長） Managers, employers (People manage the 

company, the President) 

けいざいてきりゆう（おかねがたりないこと） 経済的理由（お金が足りないこと） Economic reasons (do not have enough money) 

けいじどうしゃぜい 軽自動車税 Light vehicle tax 

けいぞく（つづけてもうしこむこと） 継続（続けて申し込むこと） Renew (go on with the apply) 

けいやく 契約 Contract 

けいやくごのごじゅうしょ・しんじゅうしょ（ひっこ

しごのじゅうしょ） 

契約後のご住所・新住所（引っ越し

後の住所） 

New address, address after the contract (address 

after moving) 

けいれん／ひきつけ／ふるえ けいれん／ひきつけ／ふるえ Convulsions / Attract / Trembling 

けつえき 血液 Blood 

けっかん 血管 Blood vessel 

げっけい（せいり） 月経（生理） Menstruation (period) 

げっけいしゅうき 月経周期 Menstrual cycle 

げっけいつう 月経痛 Menstrual pain 

げっけいふじゅん 月経不順 Irregular menstruation 

げっけいりょう 月経量 Menstrual flow 

げっけいれき 月経歴 Menstrual history 

けっこん（こんいん） 結婚（婚姻） Marriage 

けっせき（がっこうをやすむこと） 欠席（学校をやすむこと） Absence (to rest from school) 

けつべんが出る  血便が出る  Blood in stool 

げり 下痢 Diarrhea 

げんきん（おかね） 現金（お金） Cash (money) 

けんげん 権限 Authority 

げんじゅうしょ（いま、すんでいるところ） 現住所（今、住んでいるところ） Current address (where I live now) 

けんせつぎょう 建設業 Construction worker 

げんめん（へらすこと、なくすこと） 減免（減らすこと、無くすこと） Reduction (reduce, to eliminate, partial exemption) 

ごいらいぬし（にもつをだすひと） ご依頼主（荷物を出す人） Type of items (glass, fragile, perishables) 

こうけつあつ（しょう） 高血圧（症） High blood pressure (hypertension) 

こうざばんごう（つうちょうにかいてあるばんご

う） 

口座番号（通帳に書いてある番号） Account number (a number written on the 

passbook) 

こうざめいぎ 口座名義 Account holder 

こうしけつしょう 高脂血症 Hyperlipidemia 
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こうじょうてきしせつ（にほんこくないにもってい

るしせつ［してんやこうじょうなど］） 

恒常的施設（日本国内に持っている

施設［支店や工場など］） 

Permanent establishment (facilities you have in 

Japan [such as branch offices and factories]) 

こうせいいん 構成員 Member 

こうせいねんきん（かいしゃではたらいているひ

とむけのねんきん） 

厚生年金（会社で働いている人向け

の年金） 

Employees' pension (pension for people working in 

the company) 

こうつうじこ（じどうしゃやじてんしゃなどによるじ

こ）  

交通事故（自動車や自転車などによ

る事故）  

Traffic accident (accidents caused by motor 

vehicles and bicycles) 

こうむいん 公務員 Public officials 

こきゅうきけいしっかん 呼吸器系疾患 Respiratory disease 

こくがいじゅうしょ（にほんいがいのくににあるじ

ゅうしょ） 

国外住所（日本以外の国にある住

所） 

Address in your home country (address in the 

country other than Japan) 

こくせき（しゅっしんのくに） 国籍（出身の国） Nationality (country where you from) 

こくみんけんこうほけんぜい 国民健康保険税 National health insurance tax 

こくみんねんきん（こくみんいっぱんむけのねん

きん） 

国民年金（国民一般向けの年金） National pension (pension of national public) 

ごしようしゃめい（ごけいやくしゃめい、つかって

いるひと） 

ご使用者名（ご契約者名、使ってい

る人） 

User name (contractor's name, the person using 

gas) 

こじんしょうてん 個人商店 Family-run operations 

こせき（にほんにこくせきをもつかぞくのじょうほ

う：なまえ、うまれたとし・つき・ひ） 

戸籍（日本に国籍をもつ家族の情

報：名前、生まれた年・月・日） 

Family register (if you have Japanese nationality: 

information of you (and your family) such as name, 

birth year, month, and day) 

こっせつ 骨折 Bone fracture 

こていしさんぜい 固定資産税 Property tax 

こども 子ども Child 

こむぎ 小麦 Wheat 

ごれんらくさきおでんわばんごう（じぶんのでん

わばんごう） 

ご連絡先お電話番号（自分の電話

番号） 

Reachable phone number (your phone number) 

こわれもの（われもの：こわれやすいもの） こわれもの（ワレモノ：壊れやすいも

の） 

Fragile 

こんしーずん（このきせつがはじまってからいま

まで、ことし） 

今シーズン（この季節が始まってか

ら今まで、今年） 

This season (from the beginning to now in this 

season is beginning, this year) 

こんだて（めにゅー） 献立（メニュー） Menu (menu) 

さーびすぎょう サービス業 Service Industry 

さいこん（２かいめいこうのけっこん） 再婚（２回目以降の結婚） Remarried (second marriage) 

ざいさん 財産 Property 

ざいしょくしょうめいしょ（しごとをしていることを

しょうめいするかみ） 

在職証明書（仕事をしていることを

証明する紙） 

Certificate of employment (documents to prove 

that you're a work) 

さいん（じぶんでかいたなまえ） サイン（自分で書いた名前） Signature (the name written in yourself) 

さかさまげんきん 逆さま厳禁 This side up, no upside-down 

さぎょうしゃ（がすがいしゃのひと） 作業者（ガス会社の人） Workers (people of the gas company) 

さば さば Mackerel 

さぷりめんと（えいようをおぎなうもの） サプリメント（栄養を補うもの） Supplements (for supplementing the nutrition) 

さらりーまん サラリーマン Office worker 

さんしゅこんごう ３種混合 Triple Vaccine - diphtheria, Pertussis, and Tetanus 

Vaccine) 

さんじょ 三女 Third daughter 

さんてい（けいさん）  算定（計算）  Calculation (calculated) 

しかく 資格 Qualification, certification, credentials 

しきゅうがんけんしん 子宮がん検診 Cervical cancer screening 

しごとのしゅるい 仕事の種類 Occupational category 

じじょ 次女 Second daughter 
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しぜんりゅうざん 自然流産 Spontaneous abortion 

したづみげんきん 下積み厳禁 Do not stack 

しっかん（びょうき） 疾患（病気） Disease 

してん 支店 Branch office 

じどう（じどう：７～１２さい）     児童（じどう：７～１２才）     Child (7 to 12 years old) 

じどうしゃじゅうりょうぜい 自動車重量税 Automobile weight tax 

じどうしゃぜい 自動車税 Car tax 

じなん 次男 Second son 

しはんのけんさ 市販の検査 Over-the-counter test (Commercial inspection for 

pregnancy) 

しはんやく（おみせにうっているくすり）  市販薬（お店に売っている薬）  Over-the-counter drugs (drugs that are sold in the 

shop) 

しべつ（しんでわかれること） 死別（死んで別れること） Widowed (experience the death of one's partner) 

じゆう（りゆうとおなじ） 事由（理由と同じ） Reason 

しゅうがく（がっこうでべんきょうすること） 就学（学校で勉強すること） School attendance (to study at school) 

しゅうがくきぼうこう（じぶんがはいりたいがっこ

う）  

就学希望校（自分が入りたい学校）  First-choice school (school that you want to apply) 

しゅうがくよていしゃ（これからがっこうにはいる

ひと） 

就学予定者（これから学校に入る

人） 

Child who will be attending the school 

じゆうぎょう 自由業 Freelance 

じゅうぎょういん 従業員 Employee 

しゅうごうじゅうたく（あぱーと、まんしょん） 集合住宅（アパート、マンション） Housing (Apartment, Condominium) 

しゅうにゅう 収入 Income 

じゅうみんぜい（しちょうそんぜい、しけんみんぜ

い） 

住民税（市町村税、市県民税） Resident tax (municipal tax, city prefectural tax) 

じゅうみんとうろく（じゅうみんひょうにとうろくす

ること） 

住民登録（住民票に登録すること） Resident registration (to register with the 

resident's card) 

しゅじい（いつもみてもらうおいしゃさん） 主治医（いつもみてもらうお医者さ

ん） 

Attending physician (primary Care Physician) 

じゅしん（おいしゃさんにあってびょうきなどをし

らべてもらうこと） 

受診（お医者さんに会って病気など

を調べてもらうこと） 

Visit the hospital (to go to hospital and examine the 

illness) 

しゅっさん 出産 Childbirth 

しゅっせきていし（がっこうにいくことができない

こと） 

出席停止（学校に行くことができない

こと） 

Suspension (not allowed to attend school due to 

infection) 

じゅにゅうちゅう（あかちゃんにぼにゅうをあげて

いる） 

授乳中（赤ちゃんに母乳をあげてい

る） 

Lactating, breast-feeding 

しょうがっこう 小学校 Primary school, elementary school 

じょうきん 常勤 Full-time 

しょうこうぎょう 商工業 Commerce and industry 

しょうじょう（びょうきのじょうたい） 症状（病気の状態） Symptoms (state of the disease) 

しょうにようはいえんきゅうきんわくちん 小児用肺炎球菌ワクチン Diplococcus pneumonia 

しょうひぜい 消費税 Consumption tax 

しようもくてき（なんのためにつかうのか） 使用目的（何のために使うのか） Intended use (to use for what) 

しょくぎょう（しごと） 職業（仕事） Occupation (work) 

しょくよくがない  食欲がない  Have no (poor) appetite 

しょくれき（これまでしごとをしたところのいちら

ん） 

職歴（これまで仕事をしたところの一

覧） 

Work experience (list of companies you have 

worked for) 

しょけい 初経 First menstruation, Menarche 

しょこん（いっかいめのけっこん） 初婚（１回目の結婚） First marriage 

しょとくぜい 所得税 Income tax 

しんき（はじめてもうこむこと） 新規（初めて申込むこと） New (for the first time apply for it) 
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しんきんこうそく 心筋梗塞 Myocardial infarction 

しんけんしゃ（ほんにんのおやなど） 親権者（本人の親など） A person with parental authority (such as parents) 

しんじゅうしょ（ひっこしごのじゅうしょ） 新住所（引っ越し後の住所） New address (address after moving) 

しんぞう 心臓 Heart 

じんぞう 腎臓 Kidney 

しんどい／だるい  しんどい／だるい  Feeling ill, feeling sluggish 

しんふぜん 心不全 Heart failure 

じんましん 蕁麻疹 Hives 

すいどう 水道 Water supply 

すぎのかふん 杉の花粉 Cedar pollen 

ずつうがある／する  頭痛がある／する  Have a headache 

せいきゅうしゃ（いちじきんのへんきゃくをもとめ

るひと） 

請求者（一時金の返却を求める人） Claimant (who claim the return of the lump sum) 

せいきゅうしゃ（のうぜいしょうめいをもとめるひ

と） 

請求者（納税証明を求める人） Claimant (who needs a tax certificate) 

ぜいきん 税金 Tax 

せいけいひ（せいかつひ：いきていくためにひつ

ようなおかね） 

生計費（生活費：生きていくために必

要なお金） 

Cost of living (living expenses: The amount of 

money needed to sustain a certain level of living, 

including basic expenses such as housing, food, 

taxes, and healthcare.) 

せいさんりょうきん（さいごのひにはらうりょうき

ん） 

清算料金（最後の日に払う料金） Charge adjustment (fee to pay on the last day) 

せいと（こども、おもにちゅうがくせい・こうこうせ

い） 

生徒（子ども、主に中学生・高校生） Students (children, mainly junior high and high 

school students) 

せかんどおぴにおん セカンドオピニオン Second opinion 

せきがでる 咳がでる Have a cough 

せたい（いっしょにせいかつしているかぞく） 世帯（いっしょに生活している家族） Households (families living together) 

せたいいん 世帯員 Household members 

せたいぬし 世帯主（世帯の代表） Head of household (representative of households) 

ぜんかく（ふといもじのさいず れい A） 全角（太い文字のサイズ 例 Ａ） Full-width (thick character size of Example A) 

ぜんそく 喘息 Asthma 

せんてんせいめんえきふぜん 先天性免疫不全 Congenital immune deficiency 

ぜんりつせんひだいしょう 前立腺肥大症 Benign prostatic hyperplasia 

そうきんきのう（ほかのぎんこうにおかねをおく

ったり、ほかのぎんこうからおかねをうけとった

りするきのう） 

送金機能（他の銀行にお金を送った

り、他の銀行からお金を受け取った

りする機能） 

Remittance function (to make a bank transfer, 

receive money from other banks) 

そうたい（がっこうからはやくかえること） 早退（学校から早く帰ること） Leave early (to go home early from school) 

そくたつ 速達 Express mail 

そしき 組織 Organization 

そつぎょうしょうしょ（がっこうをそつぎょうすると

きにもらえるかみ、そつぎょうをしょうめいするも

の） 

卒業証書（学校を卒業するときにも

らえる紙、卒業を証明するもの） 

Diploma (document when you graduate from 

school, certification of graduation) 

そのた その他 Other 

そば そば Buckwheat noodles 

だいがく 大学 University, College 

だいず 大豆 Soy bean 

だいたいしょくひん（なにかのかわりになるしょく

ひん） 

代替食品（何かの代わりになる食

品） 

Alternate foods (foods take the place of something) 

たいちょうがわるい 体調が悪い Feeling sick 

だいりけんじゅよないよう（なにをだいりでしても

らうか） 

代理権授与内容（何を代理でしても

らうか） 

Scope of authority (what an agent does on your 

behalf) 
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だいりにん（ほんにんのかわりに○○するひと） 代理人（本人の代わりに○○する

人） 

Agent (who ○○ in place of the person) 

たちあい（がすかいしゃのひとがいえにくること） 立ち合い（ガス会社の人が家に来る

こと） 

Waiting for an employee from a gas company 

(people of the gas company will come to your 

house to get the gas available) 

たちあいしゃ（たちあいにん） 立会者（立会人） Person who waits for a gas company employee 

たてものけいたい 建物形態 Building form 

だに ダニ Tick 

たまご 卵 Egg 

たんがでる 痰がでる Coughing out phlegm 

ち（けつえき） 血（血液） Blood 

ちがでる（しゅっけつ） 血がでる（出血） Bleeding 

ちこく（がっこうにおくれていくこと） 遅刻（学校におくれていくこと） Tardy (to go late to school) 

ちゃくしゅつし（けっこんしているふうふからうま

れたこども） 

嫡出子（結婚している夫婦から生ま

れた子供） 

Legitimate child (children born from the married 

couple) 

ちゃくしゅつしでないこ（ひちゃくしゅつし：けっこ

んしていないふうふからうまれたこども） 

嫡出子でない子（非嫡出子：結婚し

ていない夫婦から生まれた子供） 

Child is not legitimate (illegitimate child: Children 

born from the unmarried couple.) 

ちゅうがっこう・こうとうがっこう 中学校・高等学校 Junior and senior high school 

ちゅうぜつ 中絶 Abortion 

ちょうじょ 長女 Oldest daughter 

ちょうてい（さいばんしょといっしょにりこんのは

なしあいをすること） 

調停（裁判所といっしょに離婚の話し

合いをすること） 

Divorce settlement (discuss the divorce with a 

family court) 

ちょうなん 長男 Oldest son 

ちょちく（ちょきん：おかねをためること） 貯蓄（貯金：お金を貯めること） Savings (savings: to save money) 

ちりょう（なおすこと） 治療（治すこと） Treatment, to cure 

ちりょうちゅう（なおしている） 治療中（治している） Under medical treatment 

つういん（びょういんにいくこと） 通院（病院にいくこと） See a doctor regularly (to go to the hospital) 

つうきん（しごとにいくこと）つうがく（がっこうにい

くこと） 

通勤（仕事に行くこと）通学（学校に

行くこと） 

Commuting (go to work), Commuting (go to school) 

つうふう 痛風 Gout 

つづきがら（かんけい）  続柄（関係）  Relationship 

てあしくちびょう 手足口病 Hand-foot-and-mouth disease 

ていおうせっかい 帝王切開 Cesarean section 

ていきしんさつちゅう（ずっとつづけてびょういん

にいっている） 

定期診察中（ずっと続けて病院に行

っている）  

During routine medical examination (attending a 

hospital periodically) 

ていけつあつ（しょう） 低血圧（症） Low blood pressure (hypotension) 

ていしゅつさき（このしょるいをだすところ） 提出先（この書類を出すところ） Submission destination (where you submit this 

document) 

ていしゅつだいりにん（ほんにんのかわりにしょ

るいをかくひと） 

提出代理人（本人の代わりに書類を

書く人） 

Submitting agent (person who writes documents in 

place of the actual person) 

てすうりょう（りょうきん） 手数料（料金） Commission (fee) 

でんき 電気 Electricity 

てんきょしゃ（ひっこしするひと） 転居者（引っ越しする人） Person who move 

でんせんせいこうはん（りんごびょう） 伝染性紅斑（りんご病） Infectious erythema (slapped cheek disease) 

でんせんせいのうかしん（とびひ） 伝染性膿痂疹（とびひ） Contagious impetigo 

てんそう（てがみなどをあたらしいじゅうしょへお

くってもらうこと） 

転送（手紙などを新しい住所へ送っ

てもらうこと） 

Transfer (to ask Japan Post transfer mail to the 

new address) 

てんそうかいしねんがっぴ（てんそうかいしをき

ぼうするひ） 

転送開始年月日（転送開始を希望

する日） 

Transfer start date (the date you would like to start 

transfer) 

とういん（このびょういん） 当院（この病院） Our hospital (the hospital) 

どうき（もちべーしょん） 動機（モチベーション） Motivation (reasons you want to do this job) 
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どうきがする  動悸がする  Have palpitations 

どうきょ（いっしょにすむこと） 同居（いっしょに住むこと） Cohabitation (to live together) 

とうげつまつ（いまのつきのさいごのひ） 当月末（今の月の最後の日） End of the month (the last day of this month) 

とうこう（がっこうにいくこと） 登校（学校に行くこと） Attending school (go to school) 

とうにょうびょう 糖尿病 Diabetes 

とうろくじゅうしょ（もうしこみをしたときのじゅうし

ょ） 

登録住所（申し込みをした時の住

所） 

Registered address (address at the time of the 

application) 

とくぎ（じぶんのすぐれたところ） 特技（自分の優れたところ） Skills (what you are good at) 

どくしん 独身 Single 

としけいかくぜい 都市計画税 City planning tax 

とっきじこう（とくにつたえたいこと） 特記事項（特に伝えたいこと） Notices (what you want to especially inform) 

とっきじこう（ようちえんにたいしてとくにつたえ

たいこと）  

特記事項（幼稚園に対して特に伝え

たいこと）  

Special Notes (that you want to tell especially for 

kindergarten) 

とっぱつせいほっしん 突発性発疹 Acute rash, exanthema subitum 

とどけでにん（しょるいをやくしょにもってきたひ

と） 

届出人（書類を役所に持ってきた

人） 

Notificant (who brought documents to public office) 

とどけでねんがっぴ（このかみをだすひ） 届け出年月日（この紙を出す日） Notification date (the date of issue this paper) 

ないぞう 内臓 Internal organs 

ないてい（しごとがみつかったこと）  内定（仕事が見つかったこと）  Job offer (get an official job offer) 

なまもの（くだものやにくなどのなまのもの） なまもの（果物や肉などの生のもの） Perishable foodstuff  

にしゅこんごう ２種混合 DT-Diphtheria, tetanus 

にほんのうえん 日本脳炎 Japanese encephalitis 

にもつ 荷物 Package, parcel 

にもつのしゅるい 荷物の種類 Type of items (glass, fragile, perishables) 

にもつのはこびかた 荷物の運び方 Handling instructions 

にゅうえんきぼう（じぶんがはいりたいようちえ

ん） 

入園希望（自分が入りたい幼稚園） First-choice for kindergarten (kindergarten that 

you want to apply) 

にゅうこくねんがっぴ（いつにほんにきたか） 入国年月日（いつ日本に来たか） Entry date (date you came to Japan) 

にゅうじ 乳児 Infant 

にゅうしょ（ほいくじょに入ること）  入所（保育所に入ること）  Admission (to enter the nursery) 

にゅうしょきじゅん（にゅうしょするためのじょうけ

ん） 

入所基準（入所するための条件） Admission criteria (conditions for admission to) 

にゅうようじけんしん（あかちゃん、こどものけん

こうしんだん） 

乳幼児健診（赤ちゃん、子どもの健

康診断） 

Health check for child (health check for babies and 

kids) 

にんしん 妊娠 Pregnancy 

にんしん（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠（お腹に赤ちゃんがいること ） Pregnancy (expecting a baby) 

にんしんちゅう（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠中（お腹に赤ちゃんがいること） Pregnant, be expecting a baby 

ねつがある／でる（はつねつ） 熱がある／でる（発熱） Have a fever 

ねんきん（こうれいしゃなどがもらうおかね） 年金（高齢者などがもらうお金） Pension (money paid regularly by the government 

to the elderly) 

ねんきんてちょう 年金手帳 Pension book 

のう 脳 Brain 

のうか 農家 Farmer 

のうぎょう 農業 Agriculture 

のうこうそく 脳梗塞 Cerebral infarction 

のうぜいぎむしゃ（ぜいきんをはらったひと・はら

わなければならないひと） 

納税義務者（税金を払った人・払わ

なければならない人） 

Taxpayer (who need to pay taxes, who paid taxes) 

のうそっちゅう 脳卒中 Stroke 

のど のど Throat 
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のどがいたい 喉が痛い Have a sore throat 

ぱーと パート Part-timer 

はい 肺 Lung 

はいぐうしゃ（けっこんあいて） 配偶者（結婚相手） Spouse (marriage partner) 

はいたつ 配達 Delivery 

はいたつする 配達する To deliver 

はいふん（きごう「‐」） ハイフン（記号「‐」） Hyphen (symbol "-") 

はいりょ（きをつかう、かんがえる） 配慮（気をつかう、考える） Consideration (attention, take care of, make an 

arrangement) 

はうすだすと ハウスダスト House dust 

はきけがする 吐き気がする Feeling nauseous 

はけん 派遣 Contractual worker, a temporary worker 

はな 鼻 Nose 

はなづまり  鼻づまり  Stuffy nose 

はなみずがでる 鼻水がでる Runny nose 

はろーわーく（しごとをしょうかいするところ）  ハローワーク（仕事を紹介するとこ

ろ）  

Employment security office that introduces jobs to 

you 

はんかく（ほそいもじのさいず れい Ａ） 半角（細い文字のサイズ 例 A） Single-byte (narrow character size of Example A) 

びーしーじー（けっかく） BCG（結核） BCG (tuberculosis) 

ぴーなっつ ピーナッツ Peanuts 

ひきょじゅうしゃ（にほんにすんでいないひと［が

いこくにせきがあるひと］） 

非居住者（日本に住んでいない人

［外国に籍がある人］） 

Non-resident (people who do not live in Japan 

[people who don't have Japanese nationality]) 

ひっす（かならずかくところ） 必須（必ず書くところ） Mandatory (should be filled) 

ひっとうしゃ（しょるいでいちばんうえになまえが

あるひと） 

筆頭者（書類で一番上に名前がある

人） 

Head of family (first name on a list), Head of 

household 

ひふ 皮膚 Skin 

ひぶ（わくちん） ヒブ(ワクチン） Hib (vaccine) 

ひほけんしゃ（ほけんにはいっているひと） 被保険者（保険に入っている人） Insured persons (those who are insured) 

ひほけんしゃばんごう（かいごほけんのばんご

う） 

被保険者番号（介護保険の番号） Insurance number (the number of the long-term 

care insurance) 

ひゃくにちせき 百日咳（ひゃくにちせき） Pertussis, whooping cough 

びようし 美容師 Hairdresser 

びょうめい（びょうきのなまえ） 病名（病気の名前） Name of diseases (the name of the disease) 

ひんけつ 貧血 Anemia 

びんるい（びんなど） ビン類（ビンなど） Bottles 

ふうしん／みっかばしか 風疹／三日ばしか Measles / German (three-day) measles 

ふくはんのう（ふくさよう、まいなすのこうか） 副反応（副作用、マイナスの効果） Side reactions (side effects, negative effects) 

ふくようちゅう（いま、のんでいる） 服用中（今、飲んでいる） Current medications (drug currently you are taking) 

ふどうさんしゅとくぜい 不動産取得税 Real estate acquisition tax 

ふとわく（ふといせんでかこまれたところ） 太枠（太い線で囲まれたところ） Thick-line (bold-framed area) 

ふにんそうだん 不妊相談 Infertility consultation 

ふび(もんだいてん) 不備(問題点) Deficiencies (problems) 

ふよう（じぶんのおかね・きゅうりょうでせわをす

ること） 

扶養（自分のお金・給料で世話をす

ること） 

Dependents (to take care of someone with your 

own money, salary) 

ふりこみこうざ（おかねをうけとるぎんこうのこう

ざ） 

振込口座（お金を受け取る銀行の口

座） 

Transfer account (bank account to receive the 

money) 

ぶんべん 分娩 Delivery 

ぶんべんじ／しゅっさんじ（こどもがうまれると

き） 

分娩時／出産時（子どもが生まれる

とき） 

During delivery / childbirth (when a child is born) 
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へいけい 閉経 Ｍenopause 

へいしゃ（わたしのかいしゃ） 弊社（私の会社） Our company  

べっきょ（いっしょにすまないこと） 別居（いっしょに住まないこと） Separated (live in a separate) 

へんしんようきってをはったふうとう（きってをは

りじぶんのじゅうしょをかいたふうとう） 

返信用切手を貼った封筒（切手を貼

り自分の住所を書いた封筒） 

Self-addressed stamped envelope (envelope your 

address is written and stamped) 

べんぴ 便秘 Constipation 

ほいくしょ・ ほいくえん 保育所・保育園 Nursery and nursery schools 

ほいくりょう（ほいくじょにはらうおかね） 保育料（保育所に払うお金） Childcare charges (money to pay the nursery) 

ほうじんしみんぜい 法人市民税 Corporation municipal tax 

ほけんしょう（けんこうほけんのかにゅうしゃしょ

う） 

保険証（健康保険の加入者証） Health insurance card (certificate of health 

insurance) 

ほごしゃ（おややかぞくなど、こどものせわをす

るひと）  

保護者（親や家族など、子どもの世

話をする人）  

Guardian (children of parents, grandparents, etc.) 

ほこり ほこり Dust 

ほしょう 補償 Compensation 

ほっしん 発疹 Rash 

ぽりお（わくちん） ポリオ（ワクチン） Polio (vaccine) 

ほんにん（じぶん） 本人（自分） Self (yourself) 

ほんにんかくにんしょるい（じぶんをしょうめいす

るもの、あいでぃーかーど） 

本人確認書類（自分を証明するも

の、ID カード） 

ID verification documents (documents to identify 

yourself, ID card, Passport) 

まいすう（なんまい？） 枚数（何枚？） Number of bills (How many?) 

ましん／はしか 麻疹／はしか Measles 

まるじるし 丸印 ( ○ ）  Circle (○) 

みうち（かぞくやしんせき） 身内（かぞくやしんせき）  Relatives (family and relatives) 

みずぼうそう／すいとう 水ぼうそう／水痘 Chicken pox / varicella 

むしょく 無職 Unemployed 

め 目 Eye 

めいぎにん（つうちょうになまえがあるひと、ほ

んにん［こうざをつくるひと］） 

名義人（通帳に名前がある人、本人

［口座を作る人］） 

Account holder (person there is a name on the 

passbook, the person [person who makes the 

account]) 

めじるし（めだつところ） 目印（目立つところ） Landmark (something easy to find such as shops 

and stations) 

めまいがする   めまいがする   Feeling dizzy 

めんえきふぜんしょう 免疫不全症 Immunodeficiency 

めんきょ 免許 License 

めんせつ（しごとをみつけるための［あってはな

しをする］てすと）  

面接（仕事を見つけるための［会って

話をする］テスト）  

Job interview (a meeting in which an employer asks 

you questions whether you are the right person to 

do that job) 

もどした もどした Reconstituted 

もんしんひょうでよくしつもんされるびょうき 問診票でよく質問される病気 Frequently asked disease in the questionnaire 

やけど 火傷 Burn injury, Scald 

ゆうこうきかん（いつまでこうかがあるか） 有効期間（いつまで効果があるか） Valid until (until when it is effect) 

ようかいごじょうたいくぶん（どのれべるのかい

ごがひつようか） 

要介護状態区分（どのレベルの介護

が必要か） 

Nursing care necessity degree division (what level 

of care is required) 

ようかいごど 要介護度 Degree of nursing care necessity 

ようじ（ようじ：１～６さい）        幼児（ようじ：１～６才）        Toddler (1 to 6 years old) 

［にんしんけんさで］ようせい（にんしんのかのう

せいがある） 

［妊娠検査で］陽性（妊娠の可能性

がある） 

[Pregnancy checkup] Positive (there is a possibility 

of pregnancy) 

ようちえん 幼稚園 Kindergarten 
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ようぼう（がっこうのせんせいにつたえたいこと） 要望（学校の先生に伝えたいこと） Request (things that you want teachers to pay 

attention to and take care of for children) 

ようれんきんかんせんしょう（しょうこうねつ） 溶連菌感染症（しょうこう熱） Strep throat (scarlet fever) 

よくげつまつ（つぎのつきのさいごのひ） 翌月末（次の月の最後の日） End of next month (the last day of the following 

month) 

よぼうせっしゅ（わくちん） 予防接種（ワクチン） Vaccination (vaccine) 

よんしゅこんごう ４種混合 DPT-IPV, diphtheria, pertussis, tetanus, and polio 

(acute poliomyelitis) 

りうまち リウマチ Arthritis 

りこん・りべつ 離婚・離別 Divorce, separation 

りゅうざん 流産 Abortion 

りょくないしょう 緑内障 Glaucoma 

りんじ 臨時 Temporary 

ろた（わくちん） ロタ(ワクチン） Rota (vaccines) 

わくちん（よぼうせっしゅ） ワクチン（予防接種）  Vaccine (vaccination) 

 


