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～『かんじだいすき（二）』（公益社団法人国際日本語普及協会）対応・英語訳付き～ 

 漢字の練習帳（２） 

Kanji Workbook (2) 
Organization of the Workbookこの練習帳の構成 

◆List of *Kanji Words 漢字一覧 
The list shows all the target kanji in kanji words you will learn in this workbook.  

*Kanji words are your familiar words written in kanji or kanji with some hiragana. 

この練習帳で学習する漢字の一覧です。 

 

◆Kanji Exercise 漢字の練習 
This workbook has nineteen units. Each unit provides 10 to 15 kanji words to study. You will go 

through all the pages in 19 days if you study each unit per day. Set your own learning goal and 

study kanji at a comfortable pace. 

 [１]から[１９]まであります。１課の学習漢字は、５～１０です。毎日１課ずつ覚えると１９日で

完了します。自分の学習ペースに合わせて、目標を立てて学習を進めましょう。 
  

◆Summary Quizzes まとめテスト 
At the end of this workbook, you will find three patterns of summary quizzes: “reading kanji 

words,” “writing kanji words,” and “writing kanji words in sentences.” Find your mistakes and go 

over them repeatedly in your notebook.  

「漢字の読み方を書く」、「漢字を書く」、「文を書く」の３パターンのまとめテストがあります。

間違えたところは、何度もノートに練習して覚えましょう。 
 

◆Plan your study. 学習計画を立てましょう。 
・I am going to study (   ) unit(s) per day.    1日（  ）課を学習する。 

・I am going to start this workbook on (      ).   始める予定の日（        ） 

・I am going to complete this workbook on  (      ). 終わる予定の日（        ） 

  

◆Record your scores in the summary quizzes.まとめテストの結果を記

録しましょう。 

Test 1 (reading kanji words) 
まとめテスト１（漢字の読み） 

Test 2 (writing kanji words) 
まとめテスト２（漢字の書き） 

Test 3 (writing sentences) 
まとめテスト３（文を書く） 

   ／109questions    ／109 questions    ／21 questions 
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  Now that you have finished “Kanji Workbook (1), your study with “Kanji Workbook (2)” begins. The 

more you learn kanji and kanji words, the more you can enjoy reading, writing and studying in your daily 

and school life. Gambatte! Students in Japan learn 1006 kanji at school before going to junior high school. 

In this “Kanji Workbook (2),” you will learn 160 target kanji in words and sentences. 

「漢字の練習帳（１）」を終え、いよいよ「漢字の練習帳（２）」の学習が始まりますね。漢字を沢山覚えると、

日本での生活や学校で、できることがとても広がります。がんばって覚えましょう。小学校で、学習する漢字

は「１００６字」です。この「漢字の練習帳（２）」では、１６０字の漢字を学習します。 

 

◆*Components of kanji 漢字の作り  *A component is a kanji letter that has meaning(s)  

 A kanji letter for “ito” (string) is made up of one component. 

「糸」の字は、一つの字からできています。 

 

 

 

 A kanji letter for “e” (picture) is made up of two components. 

「絵」の字は、二つの字からできています。 

 

 

 

 A kanji letter for “oya” (parent) is made up of three components.  

「親」の字は、三つの字からできています。 

 

 

 

Some kanji are made up of a single component and others are made up of more than two components. 

In this “Kanji Workbook (2),” you will learn both types.  

漢字は、一つの字だけでできているものもあれば、二つ以上の部分が組み合わさってできているものもあり

ます。「漢字の練習帳」（２）では、こうした複数の部分が組み合わさった漢字の勉強もします。 

 

◆ ON reading and KUN reading of kanji 漢字の音訓    

 There can be more than one reading for a kanji. For example, “山” (mountain) reads “yama” and “san” 

(when you use the kanji in “富士山” (“fujisan” - Mount Fuji). When kanji originally came from China, both 

Chinese sound and Japanese local sound were assigned to one kanji. 

「山」は「やま」と読みます。しかし、「富士山」と書く時は「ふじさん」と読みます。漢字は中国から入

って来たので、「さん」のような中国語の音に近い読み方と、「やま」のような漢字の意味を日本語に訳した読

み方があります。 

The one close to the Chinese sound of kanji is called “on yomi” (ON reading), the one representing 

Japanese word for the kanji is called “kun yomi” (KUN reading). In published kanji drill books and 

dictionaries of Japanese kanji, ON reading is written in “katakana,” and KUN reading is written in 

“hiragana.” 

中国語の音に近い読み方を「音読み」、漢字の意味を日本語に訳した読み方を「訓読み」といいます。漢字

ドリルや漢和辞典では、「カタカナ」で書いてあるのが「音読み（おんよみ）」、「ひらがな」で書いてあるのが

「訓読み（くんよみ）」です。 

For those of you who study kanji for the first time:   what is kanji? ② 

初めて漢字の学習をする児童生徒のための  漢字の話② 

糸 

絵 

親 
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漢字一覧  

1課 春 はる spring 4課 父 ちち father, dad 

夏 なつ summer 母 はは mother, mom 

秋 あき fall 兄 あに big brother  

冬 ふゆ winter 姉 あね big sister 

里 さと town 弟 おとうと younger 
brother 

麦 むぎ wheat 妹 いもうと younger 
sister 

米 こめ rice 友だち ともだち friend 

2課 色 いろ color 自転車 じてんしゃ bicycle 

黒 くろ black 三才 さんさい three years 
old 

黄 き yellow 話す はなす speak 

茶 ちゃ brown 5課 何 なん what 

形 かたち shape 万 いちまん Ten 
thousand 

同じ おなじ same 数える かぞえる count 

角 かく angle 台 だい stand, 
quantifier for 
vehicles, etc 

親 おや parent 前 まえ before, 
front 

3課 牛 うし cow 後ろ うしろ after,  
back 

馬 うま horse 6課 

 

体 からだ body 

魚 さかな fish 頭 あたま head 

鳥 とり bird 顔 かお face 

羽 はね wing 首 くび neck 

鳴く なく sing, cry 
(for animals) 毛 け hair 

 声 こえ voice 
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6課 心ぞう しんぞう heart  星 ほし star 

元気 げんき fine 風 かぜ wind 

言う いう say 光る ひかる shine 

7課 

 

九時 くじ nine o’clock 明るい あかるい bright 

朝 あさ morning 知る しる know 

昼 ひる daytime 9課 太い ふとい fat 

夜 よる night 細い ほそい skinny 

五分 ごふん five minute 新しい あたらしい new 

今 いま now 古い ふるい old 

四時半 よじはん four thirty, 
half past four 多い おおい many 

much 

午前 ごぜん  morning 少ない すくない Few 
little 

午後 ごご afternoon 10課 強い つよい strong 

毎日 まいにち every day 弱い よわい weak 

毎週 まいしゅう every week 広い ひろい wide 

三週間 さんしゅうかん 
three 
weeks 

近い ちかい near 

日曜日 にちようび Sunday 遠い とおい far 

肉 にく meat 長い ながい long 

食べる たべる eat 高い たかい high 

8課 晴れ はれ sunny 11課 教室 きょうしつ classroom 

雪 ゆき snow 算数 さんすう 
Arithmetic, 

Math 

雲 くも cloud 国語 こくご Japanese 
Language 
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11課 

 

生活 せいかつ 
Living 

Environment 
Studies 

 回る まわる go round, 
circle 

理科 りか Science 14課 

 

公園 こうえん park 

音楽 おんがく Music 家 いえ house 

図工 ずこう Art and 
Handicraft 海 うみ   sea, 

 ocean 

作る つくる make, 
create 池 いけ pond 

12課 直線 ちょくせん Straight 
line 寺 てら Buddhist 

temple 

計算 けいさん calculation 野原 のはら field 

まん画 まんが manga 門 もん gate 

紙 かみ paper 15課 谷 たに valley 

絵 え picture 戸 と door 

答え こたえ answer 岩 いわ rock 

合う あう match 道 みち street 

引く ひく subtract,  
minus 店 みせ shop 

13課 歌 うた song 広場 ひろば plaza 

そうじ用具 そうじようぐ 
cleaning 

tools 当番 とうばん duty 

組 くみ group 
class 売る うる sell 

考える かんがえる think 買う かう buy 

聞く きく listen 16課 方角 ほうがく direction 

走る はしる run 東 ひがし east 

歩く あるく walk 西 にし west 

止まる とまる stop 南 みなみ south 
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16課 

 

北 きた north  内 うち inside 

地図 ちず map 外 そと outside 

17課 電気 でんき electricity 切る きる cut 

汽車 きしゃ steam 
train 

当たる あたる hit  

bump 

船 ふね ship    

行く いく go 

来る くる come 

帰る かえる return 

come home 

交通 こうつう transpor- 

tation 

会社 かいしゃ company 

18課 書く かく write 

読む よむ read 

思う おもう think 

丸 まる circle 

点 てん dot, point 

東京 とうきょう Tokyo 

日記 にっき diary 

市 し city 

19課 刀 かたな sword 

矢 や bow 

弓 ゆみ arrow 

 


