
Colors
blue red lavender yellow gold silver black white orange
あお	 あか	 うすむらさき	 きいろ	 きんいろ	 ぎんいろ	 くろ	 しろ	 だいだいいろ

green gray (アメリカ), grey (イギリス) purple pink dark ~ light ~ brown
みどり	 はいいろ	 むらさき	 ももいろ	 こい	〜	 うすい	〜	 ちゃいろ

Fruit
apricots figs oranges persimmons kiwis guava grapefruit      Asian pears
アプリコット	 いちじく	 オレンジ	 かき	 キウイ	 グァバ	 グレープフルーツ	 					なし

cherries pomegranates watermelon strawberries pineapple passion fruit plums
さくらんぼ	 ざくろ	 スイカ	 ストロベリー	 パイナップル	 パッションフルーツ								プラム

bananas papayas loquats grapes blueberries prunes mangos raspberries
バナナ	 パパイヤ	 びわ	 ぶどう	 ブルーベリー	 プルーン	 マンゴー	 ラズベリー

mandarin oranges melon peaches pears apples raisins lemons
みかん	 メロン	 もも	 洋なし	 リンゴ	 レーズン	 レモン

Vegetables
red peppers asparagus avocados green beans squash peas okra beets
赤ピーマン	 アスパラガス	 アボカド	 いんげん	 ウリ	 えんどうまめ	 オクラ	 カブ

pumpkin cauliflower cabbage cucumbers corn shitake mushrooms tomatoes
かぼちゃ	 カリフラワー	 キャベツ	 きゅうり	 コーン	 しいたけ	 トマト

potatoes zucchini celery daikon radishes bamboo shoots onions eggplant
じゃがいも	 ズッキーニ	 セロリ	 だいこん	 たけのこ	 玉ねぎ	 なす

carrots green onions parsley green peppers broccoli spinach bean sprouts
にんじん	 ねぎ	 パセリ	 ピーマン	 ブロッコリー	 ほうれんそう	 もやし

leeks lettuce lotus root
リーキ	 レタス	 れんこん

Drinks
iced coffee   iced tea   apple juice   oolong tea   orange juice   cafe au lait   Calpis/Calpico
アイスコーヒー									アイスティー				アップルジュース						ウーロン茶														オレンジジュース									カフェオレ															カルピス

milk grape juice tea coffee milk coffee cola milk shakes ginger ale water
牛乳	 グレープジュース	 紅茶	 コーヒー	 コーヒーミルク	 コーラ	 シェーク	 ジンジャーエール	 水

strawberry milk Sprite herbal tea barley tea green tea lemonade
ストロベリーミルク	 スプライト	 ハーブティー	 麦茶	 緑茶	 レモネード

Food
udon noodles rice balls rice cakes curry & rice gyoza rice scrambled eggs spaghetti
うどん	 おにぎり	 おもち	 カレーライス	 ぎょうざ	 ごはん	 スクランブルエッグ	 スパゲッティ

steak soba noodles cheese fried rice tuna sandwiches toast bread hamburger steaks
ステーキ	 そば	 チーズ	 チャーハン	 ツナサンドイッチ	 トースト	 パン	 ハンバーグステーキ

barbecue       hamburgers    pizza   fried chicken    french toast       hotcakes /pancakes
バーベキュー													ハンバーガー													ピザ									フライドチキン													フレンチトースト												ホットケーキ・パンケーキ

hot dogs miso soup sunny side up eggs yakisoba ramen        peanuts        almonds
ホットドッグ	 みそ汁	 目玉焼き	 やきそば	 ラーメン														ピーナッツ	 											アーモンド

Desserts
ice cream apple pie candy / sweets rice crackers snow cones cookies cake
アイスクリーム	 アップルパイ	 あめ	 おせんべい	 かき氷	 クッキー	 ケーキ

jello (アメリカ), jelly (イギリス) chocolate donuts pudding potato chips yogurt
ゼリー	 チョコレート	 ドーナツ	 プリン	 ポテトチップ	 ヨーグルト

Music and Instruments
song classical jazz folk pop rap reggae rock singing ocarina
歌	 クラシック	 ジャズ	 フォーク（民謡）	 ポップ（歌謡曲）	 ラップ	 レゲエ	 ロック	 歌声	 オカリナ

electric guitar electric keyboard oboe kazoo guitar clarinet koto saxophone
エレキギター	 エレクトーン	 オーボエ	 カズー	 ギター	 クラリネット	 琴	 サックス

shakuhachi shamisen cymbals taiko drums cello triangle drums trumpet
尺八	 三味線	 シンバル	 太鼓	 チェロ	 トライアングル	 ドラム	 トランペット

trombone harp harpsichord harmonica violin     organ bagpipe french horn
トロンボーン	 ハープハープシコード	 ハーモニカ	 バイオリン	 					オルガン	 バグパイプ	 ホルン

bassoon banjo pianica piano viola piccolo flute bass recorder
バスーン	 バンジョー	 ピアニカ	 ピアノ	 ビオラ	 ピッコロ	 フルート	 ベース	 リコーダー
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Flowers
morning glories hydrangeas irises plum blossoms lavenders    cosmos    gerberas
朝顔	 あじさい	 あやめ	 梅	 ラベンダー															コスモス												ガーベラ

cherry blossoms daffodils bellflowers violets dandelions tulips pansies lilies
さくら	 水仙	 すずらん	 すみれ	 たんぽぽ	 チューリップ	 パンジー	 ユリ

daisies roses sunflowers hyacinths freesias poppies     carnations      dahlias
デイジー	 バラ	 ひまわり	 ヒヤシンス	 フリージア	 ポピー														カーネーション									ダリア

TV Programs
cartoons      movies       music programs       game shows        comedies / sitcoms       cooking shows
アニメ																	映画																			音楽番組																														クイズ番組																						コメディー	 				料理番組

sports programs sumo matches documentaries dramas news baseball games K-1
スポーツ番組	 すもう	 ドキュメンタリー	 ドラマ	 ニュース	 プロ野球	 Ｋ-1（格闘技）

Indoor Games, Sports and Activities
aikido Uno karate kendo computer games jigsaw puzzles judo concentration
合気道	 ウノ	 空手	 剣道	 コンピューターゲーム	 ジグソーパズル	 柔道	 神経衰弱

LIFE sumo taekwondo chess card games basketball badminton old maid
人生ゲーム	 すもう	 太極拳	 チェス	 トランプ	 バスケットボール	 バトミントン	 ばばぬき

volleyball Monopoly wrestling writing drawing painting
バレーボール	 モノポリー	 レスリング	 字を書く						（線で）絵を描く				（絵の具で）絵を描く

Outdoor Activities
unicycling playing catch camping surfing bicycling soccer jogging swimming
一輪車	 キャッチボール	 キャンプ	 サーフィン	 サイクリング	 サッカー	 ジョギング	 水泳

skiing skin diving softball jump rope hiking badminton baseball running
スキー	 スキンダイビング	 ソフトボール	 なわとび	 ハイキング	 バトミントン	 野球	 ランニング

traveling skateboarding   rollerblading       shopping
旅行	 スケートボード	 			ローラーブレード	 	 										ショッピング

Books and Magazines
adventure astrology English books computer Sci-Fi (science fiction)   picture books  romance
アドベンチャー	 占い	 英語の本	 コンピューター	 サイエンスフィクション	 		絵本	 	ロマンス

car magazines    crafts     novels   sport magazines      biographies    comic books       history
自動車雑誌																					手芸	 小説	 		スポーツ雑誌																								伝記																								マンガ	 																						歴史

news magazines art magazines fashion magazines mysteries cooking magazines
ニュース雑誌	 美術雑誌	 ファッション雑誌	 ミステリー	 料理雑誌

Animals
ants dogs dolphins rabbits cows horses frogs crabs hippopotamuses beetles
アリ	 イヌ	 イルカ	 ウサギ	 ウシ	 ウマ	 カエル	 カニ	 カバ	 カブト虫

tortoises / turtles kangaroos moths foxes giraffes goldfish whales bears fish
カメ	 カンガルー	 蛾（ガ）	 キツネ	 キリン	 金魚	 クジラ	 クマ	 魚

koalas cockroaches gorillas rhinoceroses sharks crawfish monkeys deer
コアラ	 ゴキブリ	 ゴリラ	 サイ	 サメ	 ザリガニ	 サル	 シカ

elephants raccoons butterflies lizards penguins dragonflies cats grasshoppers
ゾウ	 タヌキ	 チョウ	 トカゲ	 ペンギン	 トンボ	 ネコ	 バッタ

hamsters pandas     ferrets    birds lions camels squirrels donkeys alligators
ハムスター	 パンダ													フェレット											鳥	 																	ライオン	 ラクダ	 リス	 ロバ	 ワニ

Sport Teams
Giants     Dodgers     Tigers    Knicks    Yankees    Marlins    Eagles     FC Tokyo     Lions        
ジャイアンツ					ドジャーズ												タイガース					ニックス									ヤンキース									マーリンズ　　		イーグルス								FC東京											　					ライオンズ								

Reds     Frontale     Real Madrid     Manchester United     Maple Leafs     Heat     Blackhawks
レッズ									フロンターレ							リアルマドリード	 								マンチェスターユナイテッド										メイプルリーフス											ヒート									ブラックホークス

Entertainers
Namie Amuro Arashi Hey! Say! JUMP AKB48 Kyary Pamyu Pamyu Tokio
安室奈美恵	 嵐	 ヘイ！セイ！ジャンプ	 			AKB48	 きゃりーぱみゅぱみゅ		 トキオ

Exile          News        Taka & Toshi      E-girls      Matsuko Deluxe     Kana Nishino    Sekai no Owari 
エグザイル									ニュース										タカアンドトシ														イーガールズ　	マツコデラックス　　　　　西野カナ　　　　　　			世界の終わり

Possessions
toys cards (baseball cards, etc.)     cell phone     color pens    key chains     stamps
おもちゃ	 カード（ベースボールカードなど）																										携帯電話	 				カラーペン	 							キーホルダー	 							切手	

shoes coins insect collections computer games CDs  stickers  photographs  dolls
靴	 コイン	 昆虫コレクション	 コンピューターゲーム	 ＣＤ	 		シール	 		写真	 		人形

stuffed animals violin piano stationery jewelry books 3DS    Wii U       bicycle
ぬいぐるみ	 バイオリン	 ピアノ	 文房具	 宝石	 本	 3DS										ウィーユー　　				自転車
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