
JLPT N5 Level Vocabularies

あう au 会う to meet
あく aku 開く to open(transitive)
あける akeru 開ける to open
あげる ageru  to give
あそぶ asobu 遊ぶ to have fun/play
あらう arau 洗う to wash
ある aru  to be/have
あるく aruku 歩く to walk
いう iu 言う to say/talk
いる iru 要る to need / to be necessary
いれる ireru 入れる to put (something) in
うごく ugoku 動く to move (something)
うたう utau 歌う to sing
うる uru 売る to sell
おきる okiru 起きる to get up
おく oku 置く to put ( something)
おくる okuru 送る to send
おこなう okonau行う to do/operate
おす osu 押す to push
おぼえる oboeru覚える to memorize
およぐ oyogu 泳ぐ to swim
おりる oriru 降りる to get off;to get out <of>
おわる owaru 終わる to be finished
かう kau 買う to buy
かえすkaesu 返す to return (something)
かえる kaeru 帰る to go back, to be back
かく kaku 書く to write
かける kakeru掛ける to wear(a glass)
かける kakeru掛ける to telephone
かす kasu 貸す to lend
かぶる kaburu  put on(hat)
かりる kariru 借りる borrow
きえる kieru 消える be extinguished
きく kiku 聞く listen to / ask
きる kiru 切る cut
きる kiru 着る to put (tops) on / to wear(tops)
くる kuru 来る to come
けす kesu 消す turn off
こたえる kotaeru 答える answer
こまる komaru 困る be in trouble
しまる shimaru 閉まる close (intransitive)
しめる shimeru 閉める close (transitive)



しる shiru 知る know
すむ sumu 住む live
たつ tatsu 立つ stand
たのむ tanomu 頼む ask / request
たべる taberu 食べる eat
つかう tsukau 使う use
つかれる tsukareru 疲れる be tired
つく tsuku 着く arrive
つくる tsukuru 作る make
つける tsukeru turn on
つとめる tsutomeru 勤めるwork for
でかける dekakeru 出かける go out
できる dekiru  can
とぶ tobu 飛ぶ fly
とまる tomaru止まる stop
とる toru 取る take
ならう narau 習う learn
ならぶ narabu並ぶ make a line
ならべる naraberu 並べる display
なる naru  become
ぬぐ nugu 脱ぐ take off
ねる neru 寝る go to bed
のむ nomu 飲む drink
のる noru 乗る take / ride on
はいる hairu 入る enter
はく haku 履く put on(buttoms)
はしる hashiru走る run
はじまる hajimaru 始まる (something)begin
はじめる hajimeru 始める start
はたらく hataraku 働く work
はなすhanasu話す talk / speak
はる haru 貼る paste / put something on　
ひく hiku 引く pull / draw
ひく hiku 弾く play(musical instrument)
ふる furu 降る fall / come down/rain
まがる magaru 曲がる turn
みがく migaku 磨く brush
みる miru 見る look
よぶ yobu 呼ぶ call
よむ yomu 読む read
わたすwatasu渡す hand over
わたる wataru渡る cross
Level N5 Adjective   
あかるい akarui 明るい bright



あかい akai 赤い red
あたたかい atatakai 暖かいwarm
あたらしい atarashii 新しい new
あついatsui 暑い hot(tempature)
あついatsui 熱い hot(heat)
あついatsui 厚い thick
あぶない abunai危ないdangerous
いい ii いい good
いそがしい isogashii 忙しい busy
いたい itai 痛い be painful
いやな iya na 嫌な hate
うすい usui 薄い thin
おいしい oishii 美味しい delicious
おおきい ookii 大きい big

おそいosoi 遅い late
おもい omoi 重い heavy
おもしろい omoshiroi 面白い interesting
からい karai 辛い hot / spicy
かるい karui 軽い light
かわいい kawaii可愛い Cute
きいろい kiiroi 黄色い yellow
きたない kitanai汚い dirty
きれいな kirei na 綺麗なbeautiful / clean
げんきな genki na 元気なenergy/fine
こわい kowai 怖い frightening
さむい samui 寒い cold
しずかな shizuka na 静かなquiet
すずしい suzushii 涼しい cool
せまい semai 狭い narrow
たいせつな taisetsu na 大切なimportant
たいてい taitei  usually
たのしい tanoshii 楽しい enjoyable
だいすきな daisuki na 大好きな Like very much
ちいさい chiisai 小さい small
ちかい chikai 近い near
つまらない tsumaranai  boring
つめたい tsumetai 冷たいcold
つよい tsuyoi 強い strong
とおい tooi 遠い far
ながい nagai 長い long
にぎやかな nigiyaka na 賑やかな lively
はやいhayai 早い early
はやいhayai 速い quick / fast



ひくい hikui 低い low
ひまな hima na 暇な to have free time
ふるい furui 古い old
ふとい futoi 太い thick / fat
ほそいhosoi 細い thin
べんりな benri na 便利なconvenience
まずいmazui 不味い bad tasting
まるい marui 丸い／円い round
みじかい mijikai短い short
むずかしい muzukashii 難しい difficult
やさしい yasashii 易しい easy
やすい yasui 安い cheap
ゆうめいな yuumei na 有名なfamous
りっぱな rippa na 立派なsplendid
わかいwakai 若い young
わるい warui 悪い bad
Level N5 nouns   
あき aki 秋 autumn / fall
あさ asa 朝 morning
あさごはん asagohan 朝御飯 breakfast
あさって asate 明後日 the day after tomorrow
あし ashi 足 leg / foot
あした ashita 明日 tomorrow
あたま atama 頭 head
あに ani 兄 (my) brother
あね ane 姉 (my) sister
あめ ame 雨 rain
いえ ie 家 house
うち uchi  home
いけ ike 池 pond
いしゃ isha 医者 doctor
いす isu 椅子 chair
いま ima 今 now
いみ imi 意味 meaning
いもうと imouto妹 younger sister
いりぐち iriguchi 入り口 entrance
いろ iro 色 color
うた uta 歌 song
うみ umi 海 sea
えいが eiga 映画 movie
えいがかん eigakan 映画館 movie theater
えいご eigo 英語 English
えき eki 駅 station
えん en 円 yen



えんぴつ enpitsu鉛筆 pencil
おかあさん okaasan お母さん (your)mother
おかし okashi お菓子 snacks
おかねokane お金 money
おくさん okusan奥さん (your)wife
おさけ osake お酒 liquor
おさら osara お皿 plate
おしいれ oshiire押し入れ closet
おじ oji 伯父 uncle
おじいさん ojiisan お爺さん grand father
おちゃ ocha お茶 tea
おてあらい otearaiお手洗い toilet
おとうさん otousan お父さん （your)father
おとうと otouto 弟 (your)younger brother
おとこ otoko 男 man
おとこのこ otokonoko 男の子boy
おととい ototoi 一昨日 the day before yesterday
おととし ototoshi 一昨年 the year before last
おとな otona 大人 adult
おなかonaka お腹 stomach
おにいさん oniisanお兄さん （your)older brother
おねえさん oneesan お姉さん （your)older sister
おば oba 伯母 (My)aunt
おばあさん obaasan お婆さん (your)grand mother
おべんとう obentou お弁当 lunch box
おんがく ongaku音楽 music
おんなonna 女 woman

おんなのこ onnanoko 女の子girl
かいしゃ kaisha 会社 company
かいだん kaidan階段 stairs
かいもの kaimono 買い物 shopping
かお kao 顔 face
かさ kasa 傘 umbrella
かぜ kaze 風 wind
かぜ kaze 風邪 cold
かぞく kazoku家族 family
かど kado 角 corner
かない kanai 家内 (my) wife
かばんkaban 鞄 bag
かびんkabin 花瓶 vase
かみ kami 紙 paper
からだ karada 体 body
かわ kawa 川／河 river



かんじ kanji 漢字 kanji
がいこく gaikoku 外国 foreign country
がいこくじん gaikokujin 外国人 foreigner
がくせい gakusei 学生 student
がっこう gakkou学校 school
き ki 木 tree
きっさてん kissaten 喫茶店 coffee shop
きって kite 切手 stamps
きっぷ kipu 切符 ticket
きのう kinou 昨日 yesterday
きょう kyou 今日 today
きょうしつ kyoushitsu 教室 classroom
きょうだい kyoudai 兄弟 brother
きょねん kyonen去年 last year
ぎゅうにく gyuuniku 牛肉 beef
ぎゅうにゅう gyuunyuu 牛乳 milk
ぎんこう ginkou 銀行 bank
くすり kusuri 薬 medicine
くだもの kudamono 果物 fruit
くち kuchi 口 mouth
くつ kutsu 靴 shoes
くつした kutsushita 靴下 socks
くに kuni 国 country
くるま kuruma 車 car
げんかん genkan玄関 entrance hall
こうえん kouen 公園 park
こうばん kouban交番 police box
ことし kotoshi今年 this year
ことば kotoba言葉 language
こども kodomo 子供 child
こんげつ kongetsu 今月 this months
こんしゅう konshuu 今週 this week
ごご gogo 午後 am
ごぜんgozen 午前 pm
ごはん gohan 御飯 meal/rice
さかな sakana 魚 fish
さくぶん sakubun 作文 essay
さらいねん sarainen さ来年 the year after next
さんぽ sanpo 散歩 take a walk
ざっし zashi 雑誌 magazine
しごと shigoto仕事 work
しつもん shitsumon 質問 question
しゃしん shashin 写真 photograph
しゅくだい shukudai 宿題 homework



しんぶん shinbun 新聞 newspaper
じ ji 時 o’clock
じかん jikan 時間 time/hour
じしょ jisho 辞書 dictionary
じてんしゃ jitensha 自転車 bicycle
じどうしゃ jidousha 自動車 car
じぶん jibun 自分 oneself
じゅぎょう jyugyou 授業 class
せい sei 背 height
せいと seito 生徒 student
せんげつ sengetsu 先月 last month
せんしゅう senshuu 先週 last week
せんせい sensei 先生 teacher
せんたく sentaku 洗濯 wash
そうじ souji 掃除 cleaning
たいしかん taishikan 大使館 embassy
たてもの tatemono 建物 building
たべもの tabemono 食べ物 food
たまご tamago卵 egg
たんじょうび tanjyoubi 誕生日 birthday
だいがく daigaku 大学 university
だいどころ daidokoro 台所 kitchen
ちかてつ chikatetsu 地下鉄 subway
ちず chizu 地図 map
ちち chichi 父 father
ちゃいろ chairo 茶色 brown
て te 手 hand
てがみ tegami手紙 letter
てんき tenki 天気 weather
でぐち deguchi 出口 exit
でんき denki 電気 electricity
でんしゃ densha 電車 train
でんわdenwa 電話 telephone
と to 戸 door
とけい tokei 時計 clock / watch
ところ tokoro 所 place
としょかん toshokan 図書館 library
となり tonari 隣 next door
ともだち tomodachi 友達 friend
とり tori 鳥 bird

とりにくtoriniku 鶏肉 chicken
どうぶつ doubutsu 動物 animal
なつ natsu 夏 summer



なつやすみ natsuyasumi 夏休み summer vacation
なまえ namae 名前 name
にく niku 肉 meat
にし nishi 西 west
にち nichi 日 day
にもつ nimotsu 荷物 baggage
にわ niwa 庭 garden
のみもの nomimono 飲み物 drinks
は ha 歯 teeth
はいざら haizara灰皿 ashtray
はこ hako 箱 box
はし hashi 橋 bridge
はし hashi 箸 chopsticks
はな hana 花 flower
はな hana 鼻 nose
はなし hanashi 話 story/speech
はは haha 母 mother
はる haru 春 spring
ばん ban 晩 evening / night
ばんごう bangou番号 number
ばんごはん bangohan 晩御飯 dinner
ひがし higashi東 east
ひこうき hikouki 飛行機 airplane
ひだり hidari 左 left
ひと hito 人 human / person
ひらがな hiragana 平仮名 hiragana
ひる hiru 昼 noon
ひるごはん hirugohan 昼御飯 lunch
びょういん byouin 病院 hospital
びょうき byouki 病気 illness/sick
ふうとうfuutou 封筒 envelop
ふく fuku 服 clothes
ふゆ fuyu 冬 winter
ふろ furo 風呂 bath
ぶたにく butaniku 豚肉 pork
へや heya 部屋 room
べんきょう benkyou 勉強 study
ほん hon 本 book
ほんだな hondana 本棚 bookshelf
ぼうし boushi 帽子 hat / cap
まいあさ maiasa 毎朝 every morning
まいげつ／まいつき maigetsumaitsuki 毎月 every month
まいしゅう maishuu 毎週 every week
まいにち mainichi 毎日 every day



まいねん･まいとし mainenmaitoshi 毎年 every year
まいばん maiban毎晩 every night
まち machi 町 town/city
まど mado 窓 window
まんねんひつmannenhitsu 万年筆 fountain pen
みぎ migi 右 right
みず mizu 水 water
みせ mise 店 store/shop
みち michi 道 street
みなみminami 南 south
みみ mimi 耳 ear
め me 目 eye
めがねmegane 眼鏡 glasses
もん mon 門 gate
もんだい mondai 問題 problem
や ya 屋 store / shop
やおや yaoya 八百屋 vegetable store
やさい yasai 野菜 vegetable
やすみ yasumi休み holiday
やま yama 山 mountain
りょこう ryokou旅行 travel
れいぞうこ reizouko 冷蔵庫 refrigerator
れんしゅう renshuu 練習 practice
Level N5 other expression

 

あそこ asoko  over there
あとで ato 後 after / later
あの ano  that
あまり amari  not much
いいえ,どういたしまして iie,douitashimashite  Not at all.
いくつ ikutsu 幾つ how many
いくら ikura 幾ら how much
いただきます itadakimasu  (Before you eat, you say this)
いち ichi 一 one
いちばん ichiban一番 the first
いっしょ isho 一緒 together
いつ itsu  when
いつかitsuka 五日 fifth of month
いつつ itsutsu 五つ five
いつも itsumo  always
いらっしゃい・ませ irashaiimase  May I help you?
いろいろ iroiro 色々 various
うえ ue 上 top



うしろ ushiro 後ろ back
おおぜい oozei 大勢 many
おなじ onaji 同じ same
おねがいします onegaishimasu  Please -
おはようございます ohayougozaimasu  Good morning.
おやすみなさい oyasuminasai  Good night.
かい kai 回 times
かい kai 階 (counter for) floor
けっこうです。 kekkou desu 結構です。 fine/no thanks
ここのか kokonoka 九日 ninth of month
ここのつ kokonotsu 九つ nine

こちらこそ kochirakoso  So do I
こんな konna  this kind of / like this
こんにちは konnichiha 今日は Good afternoon
こんばんは konbanha 今晩は Good evening.
ごちそうさまでした gochisousamadeshita  Thanks for your meal
ごめんなさい gomennasai  Sorry.
さよなら sayonara  Goodbye.
しつれいします shitsureishimasu 失礼します Excuse me. Excuse me leaving early
じゃ／じゃあ jyajyaa then / well
すぐ・に suguni  at once
すこし sukoshi 少し a little
すみません sumimasen  Im sorry.
ぜんぶzenbu 全部 all
それでsorede  and then
そば soba  next by
それから sorekara  after that
それでは soredeha  then / well
たいへん taihen  very
たくさん takusan  many / much
たぶん tabun  probably /maybe
だいじょうぶ daijyoubu 大丈夫 All right
だんだん dandan gradually
ちょうど choudo just
ちょっと choto  for a moment / a little
つぎ tsugi 次 next
では、また dehamata  See you again
でも demo  but
どうぞよろしく douzoyoroshiku  Thanks in advance(Please favor me)
ときどき tokidoki 時々 sometimes
とても totemo  very
ど do 度 times / degree
どう dou  how



どうして doushite  why
どうぞ douzo  please
どうもありがとうございます doumoarigatougozaimasu  Thank you very much.
どこ doko  where
どちら dochira  which
どなた donata  who
どの dono  which / who
どれ dore  which
どんな donna  what kind of
なか naka 中 inside
はじめ hajime 初め at the beginning
はじめて hajimete 初めて for the first time
はじめまして hajimemashite Nice to meet you.
はんぶん hanbun半分 half
ほんとうに hontouni  really
まい mai 枚 counter for flat things)
まえ mae 前 front
まえ mae 前 ago / before
また mata  also / again
まだ mada  still / yet
まち machi 町 town
まっすぐ massugu  straight
みぎ migi 右 right
むいかmuika 六日 the sixth of month
むこう mukou 向こう over there
もう mou  already / yet
もっと motto  more
もしもし moshimoshi  hello( on the phone)
もちろん mochiron  of course
Level N5 Grammar   
です desu  it is-
も mo  Too, Also,as well
で ( particle) de  at/ in (place)
に/へ( particle) ni/e  (go) to (place)
に ( particle) .ni  on,at,in(time reference)
を( particle) wo  (object maker)
ませんか masenka  Will you do-
は( particle) wa  (topic maker)
が　あります/います ga arimasu  There is(something/someone)
と to  and
ましょうmashou  Lets do-
ましょうか mashou ka  Shall I/We do-
てください te kudasai  Please do-
てもいいです te moiidesu  You may do-



てはいけません te waikemasen  You can not do-
から kara  Because -
ている te iru  (action in progress/state)
Verb stem + に　いく verb stem+niiku  Go to verb
ないでください naide kudasai  Please do not do-
Verbのが　すきです noga suki  I like doing-
Verbのが　じょうずです noga tokui  is good at doing-
Verbのが　へたです noga heta  is poor at doing-
まだ…ていません mada-te inai  have not…yet
Aのほうが Bより(property) nohouga-yori  A is more(property) than B
ＡとＢと　どっちのほうが(property) comparison  Between A and B, which is more 
(property)
(Class of items)の　なかで　Aがいちばん(property) superior  A is 
most(property)among class of items
つもりです tsumori  I intend to do-
Adjective + なる ku/ni naru  to become adjective
たいです taidesu  I want to do-
Aたり…Bたりする tari..tari  do such things as A and B
ことがある koto ga aru  have the experience of-
A や BA ya B  A and B, for example
んですndesu  (explaination form)
すぎる sugiru  doing too much
ほうがいい houga ii  you had better do -
ので node  Because(reason)
なくちゃいけない nakucha  I must do-
でしょう deshou  It probably -


