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number of 
strokes 

kanji hiragana reading English words containing the kanji 

1 一 いち one 一期一会 （いちごいちえ）one meeting, one person 
2 人 ひと、じん、にん person 人（ひと）person, people 

三人（さんにん）three people 
人力車（じんりきしゃ）rickshaw 

入 いり、いれ、 

はい 
enter 入る（はいる）to enter 

入口（いりぐち）entrance 
入れます（いれます）to put in 
入れました（いれました）put in 
入れません（いれません）don’t put in 

力 ちから、りき strength 人力車（じんりきしゃ）rickshaw 
3 大きい おお（きい） large, big 大阪 （おおさか）Osaka 

大好き（だいすき）like a lot, love 
大学（だいがく）university 

上 うえ、じょう up, above 上（うえ）up, above, on 
上手（じょうず）skilled 

下 した、へ below, under 下（した）below, under 
下手（へた）not skilled 

小 ちい、しょう Small 小さい（ちいさい）small 
小学校（しょうがっこう）elementary school 

4 日 にち、に、び sun, day 日曜日 （にちようび）Monday 
日本 （にほん）Japan 

手 て、た hand 手（て）hand 
上手（じょうず）skilled 
下手（へた）not skilled 

中 なか in, inside 中（なか）in, inside 
中学校（ちゅうがっこう）Junior high school (middle school) 

友 とも friend 友だち（ともだち）friend 
5 四 し、よん、よ four 四 （し、よん）four 

四国 （しこく）Shikoku 
広い ひろい wide 広島  （ひろしま）Hiroshima 
本 ほん、もと origin 日本 （にほん）Japan 
好 す、この like 好き（すき）like 

好きじゃない（すきじゃない）don’t like 
大好き（だいすき）like a lot, love 
お好み焼き（おこのみやき）savoury pancake 

平 へい peace 平和（へいわ）peace, harmony 
出 で、だ Leave 出口（でぐち）exit 

出ます（でます）to leave 
出ました（でました）left 
出ません（でません）don’t leave 

外 そと outside 外（そと）outside 
6 会う あう、え to meet 会います （あいます）to meet 

会いました（あいました）met 
会いません（あいません）don’t meet 
一期一会（いちごいちえ）one meeting, one person 

行 い to go 行きます（いきます）to go 
行きました（いきました）went 
行きません（いきません）don’t go 

7 何 なん、なに what 何（なん、なに）What 
車 くるま、しゃ vehicle 車（くるま）car 

人力車（じんりきしゃ）rickshaw 
見 み look, see 見ます（みます）to look, see 

見ました（みました）looked, saw 
見ません（みません）don’t look 

足 あし foot, leg 足（あし）foot, leg 
足湯（あしゆ）foot bath 

言 い to say 言います（いいます）to say 
言いました（いいました）said 
言いません（いいません）don’t say 

来 き、く、こ to come 来ます（きます）to come 



来ました（きました）came 
来ません（きません）don’t come 

8 京 きょう imperial capital 京都 （きょうと）Kyoto 
英 えい Britain, British 英語（えいご）English 
国 くに、こく country 国 （くに）country 

国語 （こくご） national language 
四国 （しこく）Shikoku 

和 わ peace 平和 （へいわ）peace, harmony 
和室（わしつ）Japanese style room 

東 ひがし、とう east 東（ひがし）east 
東京（とうきょう）Tokyo 

学 がく、がっ school 学校（がっこう）school 
大学（だいがく）university 
小学校（しょうがっこう）elementary school 
中学校（ちゅうがっこう）junior high school 

9 食 た eat 食べます（たべます）to eat 
食べました（たべました）ate 
食べません（たべません）don’t eat 

前 まえ in front of, 
before, 
previous, 
ahead 

前（まえ）in front of 
名前（なまえ）name 
午前（ごぜん）morning (before noon) 

後 うし、ご behind, after 後ろ（うしろ）behind, after 
午後（ごご）afternoon 

10 書 か、しょ write, draw 書きます（かきます）to write 
書きました（かきました）wrote 
書きません（かきません）don’t write 
れきし書（れきししょ）History book 
書道（しょどう）Shodo, calligraphy 

宮 みや shrine/temple 宮島（みやじま）Miyajima 
島 しま、じま island 宮島（みやじま）Miyajima 

広島（ひろしま）Hiroshima 
高 たか、こう high, tall, 

expensive 
高い（たかい）tall, high, expensive 
高校（こうこう）Senior high school 

校 こう school 高校（こうこう）Senior high school 
学校（がっこう）school 

13 飲 の drink 飲みます（のみます）to drink 
飲みました（のみました）drank 
飲みません（のみません）don’t drink 

愛 あい love 愛してる（あいしてる）’I love you’ 
話 はな、はなし Speak 話します（はなします）to speak 

話しました（はなしました）spoke 
話しません（はなしません）don’t speak 
話（はなし）story 

14 語 ご language 国語（こくご）national language 
日本語 （にほんご）Japanese 
英語 （えいご）English 

聞 き listen, hear 聞きます（ききます）to listen, hear 
聞きました（ききました）listened, heard 
聞きません（ききません）don’ t listen 

餅 もち mochi, rice 
cakes 

餅（もち）mochi, rice cakes 

 


