
 

日本の小学校での一日  にほんのしょうがっこうでのいちにち 

Nihon no shogakko de no ichinichi A Day in a Japanese Elementary School:  

語彙  ・ごい・Goi ・Vocabulary   

漢字   かな    ローマ字  英語・English 

 

学校   がっこう   gakkō   school 

 

小学校   しょうがっこう  shōgakkō   elementary school 

中学校    ちゅうがっこう  chūgakkō   middle school 

高校   こうこう   kōkō    high school 

大学   だいがく   daigaku   college / university 

 

入口   いりぐち   iriguchi   entrance 

出口   でぐち     deguchi    exit        

靴を履きます  くつをはきます  kutsu o hakimasu    put on one’s shoes  

履き替えます  はき替えます   hakikaemasu  change one’s shoes 

箱   はこ    hako   box 

げた箱   げたばこ   getabako  shoe rack, shelf for shoes  

上靴   うわぐつ   uwagutsu  indoor shoes 

授業   じゅぎょう   jugyō   class 



 

国語   こくご    kokugo   national language (class) 

 

始めます  はじめます   hajimemasu   begin, start  

終わります  おわります   owarimasu   end, finish 

鉛筆   えんぴつ   enpitsu   a pencil 

持ちます  もちます   mochimasu  have, hold 

鉛筆の持ち方       えんぴつのもちかた  enpitsu no mochikata the way to hold a pencil 

筆箱   ふでばこ   fudebako  pencil case 

算数   さんすう   sansū   arithmetic 

理科   りか    rika   science 

プラス   プラス    purasu   plus 

超える   こえる    koeru   pass, surpass 

先生   せんせい   sensei   teacher 

教頭先生  きょうとうせんせい  Kyōtō sensei  vice principal 

生徒   せいと    seito    students 

学生   がくせい   gakusei   students 

植物   しょくぶつ   shokubutsu  plant 

観察します  かんさつします  kansatsu shimasu observe  



 

記録します  きろくします   kiroku shimasu  record 

(動詞)ているところです     Verb  te irutokoro desu         in the middle of doing (something) 

観察しているところです  かんさつしているところです  kansatsu shiteiru tokoro desu.   In the middle of observing (something)  

ホウセンカ  ホウセンカ   hōsenka  garden balsam  

～について  ～について   ～ ni tsuite  about ～  

体育   たいいく   taiiku   physical education  

ダンス   ダンス    dansu   dance    

～として  ～として   ～ to shite      as ～ 

ダンスの授業として ダンスのじゅぎょうとして dansu no jugyō to shite  as a dance class 

取り組みます  とりくみます   torikumimasu  work on  

図書館 (図書室) としょかん（としょしつ）    toshokan (toshoshitsu)   a library 

                 図書室で使う言葉 

借ります      かります         karimasu         borrow  

返します      かえします        kaeshimasu        return  

 

自習します  じしゅうします  jishū shimasu  self-study 

（動詞）ています。      Verb   te imasu    one is doing something.  

教室   きょうしつ   kyōshitsu  classroom 

出張します  しゅっちょうします  shucchō shimasu      go on a business trip 



 

～中   ～ちゅう   ～chū   in the middle of, during 

出張中   しゅっちょうちゅう  shucchō chū   in the middle of a business trip 

授業中    じゅぎょうちゅう  jugyō chū     during class, while in class 

食事中    しょくじちゅう  shokuji chū   In the middle of eating 

静かに   しずかに   shizukani  quietly 

ランドセル                     ランドセル  randoseru   schoolchild's satchel (strapped to the back) 

赤   あか    aka   red 

黒   くろ    kuro   black 

給食   きゅうしょく   kyūshoku  school lunch 

準備をします  じゅんびをします  junbi o  shimasu prepare  

きなこあげパン きなこあげパン  kinako age pan   fried bread sprinkled with soy bean powder  

ツナサラダ      tsuna sarada  tuna salad 

ポークビーンズ     pōku bīnzu  pork beans 

質問をします  しつもんをします  shitsumon o shimasu   ask a question 

メニュー  メニュー   menyū   menu   

マスクを取ります マスクをとります  masuku o torimasu      remove a mask 

マスクをつけます  マスクをつけます  masuku o tsukemasu      wear a mask 

牛乳   ぎゅうにゅう   gyūnyū   milk 



 

当番   とうばん   tōban   a duty, a person on a duty 

仕事   しごと    shigoto   work 

担当   たんとう   tantō       being in charge, a person in charge 

スープの担当です スープのたんとうです  Sūpu no tantō desu be in charge of serving soup 

大変です  たいへんです   taihen desu  hard 

間隔   かんかく   kankaku  a space, an interval 

一週間ごと  いっしゅうかんごと  issūhkan goto   every week 

一日ごと  いちにちごと   ichinichi goto  everyday 

好き   すき    suki    like 

食べ物   たべもの   tabemono  food 

好きな食べ物   すきなたべもの  sukina tabemono favorite food 

うどん   うどん    udon   udon noodles 

嫌い   きらい    kirai   dislike 

嫌いな食べ物    きらいなたべもの  kirai na tabemono food  one doesn’t like 

魚   さかな    sakana   fish 

席に着きます  せきにつきます  seki ni tsukimasu take a seat 

手を合わせます てをあわせます  te o awase masu put one’s hands together 

いただきます  いただきます   itadakimasu  an expression of gratitude before meals 



 

ごちそうさまでした ごちそうさまでした  gochisō sama deshita      an expression of gratitude after meals                  

このように  このように   kono yōni  in this way, like this  

片づけます  かたづけます      katazukemasu     put things in order, to tidy something up 

お片づけをします    おかたづけをします     o katazuke o shimasu   (humbly)  put things in order, to tidy something up  

環境   かんきょう   kankyō   environment 

委員会   いいんかい   iinkai   committee 

環境委員会  かんきょういいんかい kankyō iinkai  an environmental committee 

ごみ（ゴミ）  ごみ（ゴミ）   gomi   trash, garbage 

ごみを出します ごみをだします  gomi o dashimasu take out the garbage 

潰します  つぶします   tsubushimasu  crash, smash 

渡します  わたします   watashimasu   hand over 

掃除をします  そうじをします  sōji o shimasu  clean up 

生徒達   せいとたち   seito tachi  students (plural) 

黒板   こくばん   kokuban  black board 

きれいにします きれいにします  kirei ni shimasu  make it clean 

床   ゆか    yuka   the floor 

磨きます  みがきます   migakimasu  to polish 

違います  ちがいます   chigaimasu  to be wrong, different 



 

ぞうきん  ぞうきん   zōkin   dust cloth 

ぞうきんがけ  ぞうきんがけ   zōkingake     cleaning with a cloth 

拭きます  ふきます   fukimasu  wipe 

ほうき   ほうき    hōki   broom 

掃きます  はきます   hakimasu  sweep 

ほうきで掃きます ほうきではきます  hōki de hakimasu sweep with a broom 

楽しい   たのしい   tanoshii   enjoyable, fun 

一番   いちばん   ichiban   the best,  number one 

一番好き  いちばんすき   ichiban suki  one’ favorite 

頑張ります  がんばります   gambarimasu  do one’s best 

頑張ってください がんばってください  gambatte kudasai please do your best 

机   つくえ    tsukue   a desk 

運びます  はこびます   hakobimasu  carry 

普通   ふつう    futsū   ordinary, normal 

スリッパ  スリッパ   surippa   slippers 

学校全体  がっこうぜんたい  gakkō zentai  the entire school 

放課後   ほうかご   hōkago   after school 

さようなら  さようなら   sayōnara  goodbye 



 

課外クラブ  かがいクラブ   kagai kurabu  extracurricular club activities 

お願いします  おねがいします  onegai shimasu  I beg your assistance 

サッカー・クラブ サッカー・クラブ  sakkā kurabu  soccer club 

参加します  さんかします   sanka shimasu  to participate in… 

人気のある  にんきのある   ninki no aru  popular   

野球   やきゅう   yakyū   baseball 

バスケットボール・クラブ    basuketto bōru  basketball club 

ブラスバンド・クラブ    burasu bando  brass band club 


