
 

日本の家：浅田さんのお宅    Japanese House: Visiting the Asada family  

語彙  ・ごい・Goi ・Vocabulary   

Kanji    Kana   Roman Alphabet English 

漢字    かな   ローマ字  英語                                                              

___________________                                                                                                                                ____________ 

浅田    あさだ   Asada   Asada 

住宅    じゅうたく  jūtaku   house; residence 

ご夫婦    ごふうふ  go-fūfu       husband & wife 

いっらっしゃいます  いらっしゃいます irasshaimasu  be (honorific form of います) 

お宅    おたく   o-taku   your or someone’s house 

じゃまする   じゃまする  Jamasuru  disturb (interrupt) someone 

おじゃまします  おじゃまします o-jamashimasu.         “Excuse me for disturbing (interrupting) you.”  

                                                                                                                                 Greeting used when entering someone’s home 

屋根    やね   yane   roof  

一般的な   いっぱんてきな ippanteki  na  typical    

形    かたち   katachi   shape, form 

四方八方   しほうはっぽう shihō happō  in all directions 

伝統的な   でんとうてきな dent teki na  traditional 

家屋    かおく   kaoku   house  

建築    けんちく  kenchiku  architecture 

ご自宅    ごじたく  go-jitaku  your (someone’s) home 

ご案内する   ごあんないする go-annai suru  to guide (around) 

失礼します   しつれいします shitsurei shimasu. excuse me 

下駄箱    げたばこ  getabako  a shoe cupboard 

靴    くつ   kutsu   shoes 

入れる  (transitive verb)  いれる   ireru    put something in (into..) 

入る (intransitive)  はいる   hairu   enter 



 

履き替える   はきかえる  haki-kaeru  change shoes,  lower-body clothing (pants, skirt, etc.) 

玄関    げんかん  genkan   entrance of a house 

玄関というところ  げんかんというところ genkan to iu tokoro    a place called a genkan.  

脱ぐ    ぬぐ   nugu       take off shoes/clothing 

出す(transitive)   だす   dasu   take something out 

出る(intransitive)   でる   deru   exit, depart 

(お)部屋   (お)へや  (o) heya  a room 

畳    たたみ   tatami   a straw mat (6 ‘x 3’) 

上がる (intransitive)   あがる   agaru   go up 

上げる(transitive)  あげる   ageru   raise up  

床の間    とこのま  tokonoma  an alcove in a guest room of a Japanese-style house 

床の間のある部屋  とこのまのあるへや tokonoma no aru heya a room where there is a tokonoma alcove 

右側    みぎがわ  migi-gawa  right side 

左側    ひだりがわ  hidari-gawa  left side  

違い棚    ちがいだな  chigaidana                a pair of opposing shelves  

違い棚と言います  ちがいだなといいます chigaidana to iimasu    we call it “chigaidana.” 

様式    ようしき  yōshiki   style, form 

歴史    れきし   rekishi   history 

時代    じだい   jidai   era; period 

室町時代   むろまちじだい muromachi-jidai Muromachi-era 

書院作り   しょいんづくり shoin-zukuri  traditional style of Japanese residential architecture 

障子    しょうじ  shōji   sliding screen made with a wooden frame and supports that are     

          covered with thin Japanese paper     

扉    とびら   tobira   door 

普段    ふだん   fudan   usually 

明るい    あかるい  akarui   bright 

明るくする     あかるくする  akaruku suru  light up 

明るくなる   あかるくなる  akaruku naru  become lighter/ brighter 



 

持ち上げる   もちあげる  mochiageru  lift up (something) 

雪見障子   ゆきみしょうじ yukimi shōji  shōji with an open bottom half and a glass window facing      

           outside behind it  

座る    すわる   suwaru   sit down  

庭    にわ   niwa   garden   

拝見する   はいけんする  haiken suru  Humble form of 見る. Used when the speaker says  

                                                                                                                                                 they have the honor of seeing something (letter, etc.) that                  

          belongs to the listener.  

植物    しょくぶつ  shokubutsu  plants  

朝顔    あさがお  asagao   morning glory (flower)  

グリーン・カーテン  グリーン・カーテン gurīn kāten  green curtain 

夏    なつ   natsu   summer 

涼しい    すずしい  suzushii   cool 

工夫する   くふうする  kufū suru  devise 

工夫してある   くふうしてある kufū shitearu  something has been devised 

伸びる    のびる   nobiru   grow taller 

家の裏    いえのうら  ie no ura  behind the house 

ガレージ   ガレージ  gareiji   garage 

何か    なにか   nanika   something 

見える    みえる   mieru   be visible 

太陽(光)発電  たいよう（こう）はつでん taiyō(kō) hatsunen solar power generation 

ソーラーパネル  ソーラーパネル sōrā paneru  solar panel 

年間    ねんかん  nenkan   for a year 

電気代    でんきだい  denki-dai  electricity bill 

かなり    かなり   kanari   fairly, substantially 

節約する   せつやくする  setsuyaku suru          be thrifty with one's money 

和室    わしつ   washitsu  Japanese-style room 

戻る    もどる   modoru   return 



 

神棚    かみだな  kamidana  Shinto alter 

神様    かみさま  kamisama               God, Kami, Shinto deities 

お供えをする   おそなえをする o-sonae o suru  to offer food to deity 

欄間    らんま   ranma        patterned screen above sliding partition that separates rooms 

間     あいだ   aida   between   

部屋と部屋の間  へやとへやのあいだ heya to heya no aida between rooms  

細かい    こまかい  komakai  fine, small 

大工    だいく   daiku   carpenter  

境目    さかいめ  sakaime  boundary line    

仏間    ぶつま   butsuma   room where the family Buddhist altar is placed 

亡くなる    なくなる  nakunaru  pass away 

位牌    いはい   ihai   Buddhist mortuary tablet  

名前が書いてある  なまえがかいてある namae ga kaitearu a name having been written down 

祀る    まつる   matsuru  enshrine 

お参りをする   おまいりをする o-mairi o suru     pay a visit to a shrine/temple 

仏壇    ぶつだん  butsudan  a Buddhist altar 

写真    しゃしん  shashin   pictures, photos    

主人    しゅじん  shujin   my husband 

父    ちち   chichi   my father 

先祖代々   せんぞだいだい senzo daidai  ancestral  

おとつめ   おつとめ  o-tsutome   reading of scriptures before a statue of Buddha 

お経を唱える   おきょうをとなえる o-kyō o tonaeru  to chant Buddhist sutra 

おばあちゃん   おばあちゃん  o-bāchan  grandma 

朝晩    あさばん  asaban   morning and evening 

夜    よる   yoru   night 

線香    せんこう  senkō   incense sticks 

火をつける (transitive)  ひをつける  hi o tsukeru  light; set a fire to.. 

火がつく(intransitive)  ひがつく  hi ga tsuku  catch fire 



 

仏教    ぶっきょう  bukkyō   Buddhism  

宗派    しゅうは  shūha   denomination 

日蓮宗    にちれんしゅう nichiren-shū        Nichiren school of Buddhism 

広める(transitive)  ひろめる  hiromeru  spread something 

広まる(intransitive)  ひろまる  hiromaru  (something) spreads out 

押入れ    おしいれ  oshiire                 cabinet used for storage space  

ございます    ございます  gozaimasu     be, there are (polite form of あります) 

クローゼット   クローゼット  kurōzetto  closet 

座布団    ざぶとん  zabuton  floor cushion  

お客さん   おきゃくさん  o-kyaku san  guest(s) 

お客さま   おきゃくさま  o-kyaku sama  guest(s) (polite) 

お見えになる   おみえになる  o-mie ni naru  arrive, come (honorific form of 着く、来る)  

集まる (intransitive)  あつまる  atsumaru  (people/something) gathers 

集める(transitive)  あつめる  atsumeru  to gather (something) 

普段    ふだん   fudan   usually 

襖    ふすま   fusuma   a sliding door  

ガラスの戸棚   ガラスのとだな Garasu no todana a glass cabinet 

外す    はずす   hazusu   take off, remove 

取り外す   とりはずす  torihazusu  remove, dismantle 

お葬式    おそうしき  o-sōshiki  a funeral (service)  

日本の文化   にほんのぶんか nihon no bunka  Japanese culture 

次    つぎ   tsugi   next 

洋間・洋室   ようま・ようしつ yōma, yōshitsu  Western style room 

過ごす    すごす   sugosu   spend time 

趣味    しゅみ   shumi   one’s hobbies 

～として   ～として  ～toshite  as….. 

習字    しゅうじ  shūji   calligraphy 

字    じ   ji   character(s) 



 

パソコン   パソコン  pasokon  personal computer 

仕事    しごと   shigoto   work, job 

写真    しゃしん  shashin   photos 

編集    へんしゅう  henshū   editing 

～たり～たりとかします    ～tari ～tari shimasu one does things like this and that, etc.  

納戸    なんど   nando   closet   

ウォークインクローゼット    wōkuin kurosetto      walk-in closet 

箪笥    たんす   tansu   dresser 

置く    おく   oku   put/place something  

帯    おび   obi              a broad sash (tied over a kimono) 

少ない    すくない  sukunai   few, little 

～しかない   ～しかない  ～shika nai  there is only…; one has only…. 

ぐるっと   ぐるっと  gurutto   turning in a circle (adverb) 

一周する   いっしゅうする isshū suru  make a round 

ゲスト用   ゲストよう  gesuto yō  (things) for guests /visitors 

トイレ用   トイレよう  toire yō   (things) for toilet use 

自動的に   じどうてきに  jidōteki ni  automatically 

開く(intransitive)  ひらく、あく  hiraku, aku  something opens 

開ける（transitive）  あける   akeru   to open something 

音楽    おんがく  ongaku   music 

聞こえる   きこえる  kikoeru   audible   

吃驚する   びっくりする  bikkuri suru  be surprised   

色々と    いろいろと  iroiro to   variously  

ボタン    ボタン   botan   button 

すごい    すごい   sugoi   great, terrific 

洗浄用    せんじょうよう senjō yō  (things) for cleaning purposes 

温度    おんど   ondo    temperature 

調整    ちょうせい  chōsei   adjustment 



 

水圧    すいあつ  suiatsu   water pressure 

パワフル   パワフル  pawafuru  powerful 

マイルド   マイルド  mairudo  mild 

流れる (intransitive)  ながれる  nagareru  something flows 

流す(intransitive)  ながす   nagasu   pour (water, etc.), drain, flush 

お水の流し方   おみずのながしかた o-mizu no nagashi kata   way(s) to pour water 

こだわる   こだわる  kodawaru  be particular about something 

閉まる (intransitive)  しまる   shimaru  something closes 

閉める (transitive)  しめる   shimeru  to close something 

一般の    いっぱんの  ippan no  typical 

家庭    かてい   katei   a home, a family, a household 

あったかい   あったかい  attakai   warm (あたたかい) 

便座    べんざ   benza   a toilet seat 

最近    さいきん  saikin   recently, lately 

洗面所    せんめんじょ  senmenjo  a washroom 

全自動    ぜんじどう  zenjidō   totally automatic 

近づく    ちかづく  chikazuku  get closer, approach 

風呂    ふろ   furo   a bath 

脱衣所    だついじょ  datsuijo   a dressing [changing] room 

服    ふく   fuku   clothes 

籠    かご   kago   basket 

洗濯機    せんたくき  sentakuki  washing machine 

バスタブ   バスタブ  basutabu  bathtub 

お湯    おゆ   o-yu   hot water 

浸かる    つかる   tsukaru   to be submerged, to be soaked in (something)   

体    からだ   karada   one’ s body 

温める(transitive)  あたためる  atatameru  warm (up) 

温まる(intransitive)  あたたまる  atatamaru  something gets warm 



 

床    ゆか    yuka   floor 

洗い場    あらいば   araiba   space next to a bathtub for washing one’s body 

洗う    あらう    arau   wash 

髪    かみ    kami   hair 

シャンプーする  シャンプーする  shanpū suru  shampoo one’s hair 

～たり、～たりします     ～tari～tari shimasu one does things like this and that, etc. 

暖房    だんぼう   danbō   heater 

床暖房    ゆかだんぼう   yuka danbō  floor heating 

冬    ふゆ    fuyu   winter 

冷たい    つめたい   tsumetai  cold    

台所    だいどころ   daidokoro  kitchen 

ダイニングキッチン  ダイニングキッチン  dainingu kicchin dining room and kitchen 

居間    いま    ima   living room 

快適な    かいてきな   kaiteki na  comfortable, pleasant 

リビングルーム  リビングルーム  ribingu rūmu  living room 

階段    かいだん   kaidan   stairs  

二階に上がる   にかいにあがる  nikai ni agaru  go up to the 2nd floor 

窓    まど    mado   windows 

子供部屋   こどもべや   kodomo beya  children’s room 

息子さん   むすこさん   musuko san  (someone else’s) son 

結婚する   けっこんする   kekkon suru  get married 

結婚している   けっこんしている  kekkon shiteiru  to be married 

住む    すむ    sumu   live in/at… 

住んでいる    すんでいる    sunde iru    one lives in/at… 

漫画    まんが    manga   manga, comic, graphic novel 

今も    いまも    imamo   even now 

本棚    ほんだな   hondana  a bookshelf 

残る(intransitive)  のこる    nokoru   be left, remain 



 

残す(transitive)   のこす    nokosu   leave (something)   

残されている   のこされている  nokosareteiru  (something) that has been left 

勉強机    べんきょうづくえ  benkyō  zukue  a desk that is used for study 

野球    やきゅう   yakyū   baseball 

クラブ活動   クラブかつどう  kurabu katsudō  club activities 

暗い    くらい    kurai   dark 

電気    でんき    denki   electricity, light 

柱    はしら    hashira   pillar, column 

屋根裏    やねうら   yaneura  attic 

 

 


