
English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

１．teachers / staffs　 教官・スタッフ
　　　　　　　               KYOUKAN

president / chancellor 学長 GAKUCHOU1-1

がくちょう

dean / chairman (chairperson) 学部長 GAKUBU CHOU1-2

がくぶちょう

head, dept. of ～ 学科長 GAKKA CHOU1-3

がっかちょう

professor emeritus 名誉教授 MEIYO KYOUJU1-4

めいよきょうじゅ

professor 教授 KYOUJU1-5

きょうじゅ

associate professor 助教授 JO KYOUJU1-6

じょきょうじゅ

assistant professor 講師 (官職としての) KOUSHI (KANSHOKU TO
SHITENO)

1-7

こうし (かんしょくとしての)

research associate 助手 JOSHU1-8

じょしゅ

technical official (officer) 技官 GIKAN1-9

ぎかん

secretary (to ～) (～の) 秘書 (～NO) HISHO1-10

(～ の) ひしょ

TA (teaching assistant ) TA1-11

てぃえー
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

visiting professor 客員教授 KYAKUIN KYOUJU1-12

きゃくいんきょうじゅ

visiting scholar 客員研究員 KYAKUIN KENKYUU IN1-13

きゃくいんけんきゅういん

postdoctoral ポストドクター(ポスドク)の POSUTODOKUTAA1-14

ぽすとどくたー

lecturer 講師 (講演の) KOUSHI (KOUEN NO)1-15

こうし (こうえんの)

２．students　 学生・学年
                                   GAKUSEI      GAKUNEN

graduate school 大学院 DAIGAKU IN2-1

だいがくいん

undergraduate school 学部 (大学院に対して) GAKUBU (DAIGAKUIN NI
TAISHITE)

2-2

がくぶ (だいがくいんにたいして)

graduate student 大学院生 DAIGAKU IN SEI2-3

だいがくいんせい

doctoral course 博士課程 HAKASE KATEI / HAKUSHI
KATEI

2-4

はかせかてい，はくしかてい

master's course 修士課程 SHUUSHI KATEI2-5

しゅうしかてい

senior ４年生 YO NEN SEI2-6

よねんせい
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

junior ３年生 SAN NEN SEI2-7

さんねんせい

sophomore ２年生 NI NEN SEI2-8

にねんせい

freshman １年生 ICHI NEN SEI2-9

いちねんせい

transfer student 編入生 HENNYUU SEI2-10

へんにゅうせい

research student 研究生 KENKYU SEI2-11

けんきゅうせい

foreign student 留学生 RYUUGAKU SEI2-12

りゅうがくせい

exchange student 交換学生 KOUKAN GAKU SEI2-13

こうかんりゅうがくせい

auditor 聴講生 CHOUKOU SEI2-14

ちょうこうせい

３．supporting organizations / counsel　学生支援・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ
　　　　　　　　　　　　　　　          GAKUSEI SHIEN

foreign student office　 留学生課 RYUUGAKUSEI KA3-1

りゅうがくせいか

registrar's office 教務課 KYOUMU KA3-2

きょうむか
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

welfare office 厚生課 KOUSEI KA3-3

こうせいか

international student center 留学生センター RYUUGAKUSEI SENTAA3-4

りゅうがくせいせんたー

counseling room カウンセリングルーム KAUNSERINGU RUUMU3-5

かうんせりんぐるーむ

division of intercultural communication
and adjustment

生活指導部門 (留学生センター) SEIKATSU SHIDOU BUMON
(RYUGAKU SEI SENTAA)

3-6

せいかつしどうぶもん (りゅうがく
せいせんたー)

intercultural communication 異文化間コミュニケーション I BUNKA KAN
KOMYUNIKEESHON

3-7

いぶんかかんこみゅにけーしょん

intercultural adjustment 異文化適応 I BUNKA TEKIOU3-8

いぶんかてきおう 

intercultural understanding 異文化理解 I BUNKA RIKAI3-9

いぶんかりかい

non-verbal language 非言語的言語 HI GENGO TEKI GENGO3-10

ひげんごてきげんご

guard / gatekeeper 守衛 SHUEI3-11

しゅえい

４．buildings / facilities　建物・施設
　　　　　　　　　　　           TATEMONO    SHISETSU

bulletin board / notice board 掲示板 KEIJI BAN4-1

けいじばん
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

coop (store) / cooperative society 生協，生活協同組合 SEIKYOU (SEIKATSU KYOUDOU
KUMIAI)

4-2

せいきょう･せいかつきょうどうくみ
あい

bookstore 書籍部 SHOSEKI BU4-3

しょせきぶ

cafeteria 学食 (学生食堂) GAKUSHOKU (GAKUSEI
SHOKUDOU)

4-4

がくしょく (がくせいしょくどう)

laboratory 研究室，実験室 KENKYU SHITSU / JIKKEN
SHITSU

4-5

けんきゅうしつ，じっけんしつ

library 図書館 TOSHO KAN4-6

としょかん

computer center 計算機センター KEISANKI SENTAA4-7

けいさんきせんたー

health service center 健康管理センター KENKOU KANRI SENTAA4-8

けんこうかんりせんたー

gymnasium 体育館 TAIIKU KAN4-9

たいいくかん

international house 国際交流会館 KOKUSAI KOURYU KAIKAN4-10

こくさいこうりゅうかいかん

students dormitory 学生寮 GAKUSEI RYOU4-11

がくせいりょう

the centennial memorial hall 百年記念館 HYAKUNEN KINEN KAN4-12

ひゃくねんきねんかん

studded paving block 点字ブロック TENJI BUROKKU4-13

てんじぶろっく
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

５．enrollment / graduation　入学・卒業・学位
　　　　　　　　　               NYUUGAKU    SOTSUGYOU    GAKUI

enroll 入学する NYUUGAKU SURU5-1

にゅうがくする

leave (withdraw from) school 退学する TAIGAKU SURU5-2

たいがくする

graduation (ceremony) / commencement 卒業式 SOTSUGYOU SHIKI5-3

そつぎょうしき

thesis / dissertation 学位論文 GAKUI RONBUN5-4

がくいろんぶん

master thesis 修士論文 SHUUSHI RONBUN5-5

しゅうしろんぶん

senior thesis 卒業論文 SOTSUGYOU RONBUN5-6

そつぎょうろんぶん

diploma 卒業証書，修了証書 SOTSUGYOU SHOUSHO /
SHUURYOU SHOUSHO

5-7

そつぎょうしょうしょ，しゅうりょう
しょうしょ

doctor's degree / doctorate 博士号 HAKASE GOU5-8

はかせごう

master's degree 修士号 SHUSHI GOU5-9

しゅうしごう

bachelor's degree 学士号 GAKUSHI GOU5-10

がくしごう
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

confer / award / offer a degree 学位を与える GAKUI O ATAERU5-11

がくいをあたえる

６．procedures for etc.　手続き・授業料・奨学金
　　　　　　         TETSUZUKI       JYUGYOURYOU     SHOUGAKUKIN

enter / make an entry 入学する NYUUGAKU SURU6-1

にゅうがくする

take time off from college 休学する KYUUGAKU SURU6-2

きゅうがくする

admit 入学を許可する NYUUGAKU O KYOKA SURU6-3

にゅうがくをきょかする

transcript 成績証明書 SEISEKI SHOUMEISHO6-4

せいせきしょうめいしょ

vita (複数 curricular vitae) 履歴書 RIREKI SHO6-5

りれきしょ

application 申し込み，申請 MOOSHIKOMI / SHINSEI6-6

もうしこみ，しんせい

deadline 締切，提出期限 SHIMEKIRI / TEISHUTSU KIGEN6-7

しめきり，ていしゅつきげん

application forms 願書，申請用紙 GANSHO / SHINSEI YOUSHI6-8

がんしょ，しんせいようし

documents 書類 SHORUI6-9

しょるい
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

notice / report 届 TODOKE6-10

とどけ

recommendation 推薦 SUISEN6-11

すいせん

registration 登録 TOUROKU6-12

とうろく

student discount 学割  (学生割引) GAKUWARI (GAKUSEI
WARIBIKI)

6-13

がくわり (がくせいわりびき)

student ID (student identification card) 学生証 GAKUSEI SHOU6-14

がくせいしょう

warrant 許可証 KYOKA SHOU6-15

きょかしょう

certificate 証明書 SHOUMEI SHO 6-16

しょうめいしょ

certificate of eligibility 在留資格証明書 ZAIRYUU SHIKAKU
SHOUMEISHO

6-17

ざいりゅうしかくしょうめいしょ

certificate of enrollment 在学証明書 ZAIGAKU SHOUMEISHO 6-18

ざいがくしょうめいしょ

grant-in-aid 補助金 HOJO KIN6-19

ほじょきん

scholarships / grant 奨学金 SHOUGAKU KIN6-20

しょうがくきん

school expenses 学費 GAKU HI6-21

がくひ  
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

tuition (fee) 授業料 JUGYOU RYOU6-22

じゅぎょうりょう

tuition waiver 授業料免除 JUGYOU RYOU MENJO6-23

じゅぎょうりょうめんじょ

renew 更新 KOUSHIN6-24

こうしん

regulation 規則 KISOKU6-25

きそく

expire 期限が 切れる，満了する KIGEN GA KIRERU / MANRYOU
SURU

6-26

きげんがきれる，まんりょうする

fill out card / form 記入する，書き込む KINYUU SURU / KAKI KOMU6-27

きにゅうする，かきこむ

hand (send / turn) in / submit 提出する TEISHUTSU SURU6-28

ていしゅつする

keep a copy of (書類の) 控えをとっておく (SHORUI NO) HIKAE O TOTTE
OKU

6-29

(しょるいの) ひかえをとっておく

　７．specialties / special subjects　専門・専攻科目
　　　　　　　　　　　　　　         SENMON      SENKOU KAMOKU

faculty 学部 GAKUBU7-1

がくぶ

faculty of bioscience and biotechnology 生命理工学部 SEIMEI RIKOU GAKUBU7-2

せいめいりこうがくぶ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

faculty of engineering 工学部 KOU GAKUBU7-3

こうがくぶ

faculty of science 理学部 RI GAKUBU7-4

りがくぶ

department 学科，専攻  (組織の) GAKKA / SENKOU (SOSHIKI NO)7-5

がっか，せんこう(そしきの)

chair 講座 (組織としての) KOUZA (SOSHIKI TO SHITE NO)7-6

こうざ (そしきとしての)

course title 科目，授業科目 KAMOKU / JUGYOU KAMOKU7-7

かもく / じゅぎょうかもく

general education 一般教育 IPPAN KYOUIKU7-8

いっぱんきょういく

major 専攻  (各人の) SENKOU (KAKUJIN NO)7-9

せんこう (かくじんの)

mathematics 数学 SUUGAKU7-10

すうがく

physics 物理学 BUTSURI GAKU7-11

ぶつりがく

chemistry 化学 KAGAKU7-12

かがく

architecture engineering 建築工学 KENCHIKU KOUGAKU7-13

けんちくこうがく

chemical engineering 化学工学 KAGAKU KOUGAKU7-14

かがくこうがく
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

civil engineering 土木工学 DOBOKU KOUGAKU7-15

どぼくこうがく

electrical engineering 電子工学 DENSHI KOUGAKU7-16

でんしこうがく

information science 情報科学 JOUHOU KAGAKU7-17

じょうほうかがく

mechanical engineering 機械工学 KIKAI KOUGAKU7-18

きかいこうがく

metallurgical engineering 金属工学 KINZOKU KOUGAKU7-19

きんぞくこうがく

nuclear engineering 原子核工学 GENSHIKAKU KOUGAKU7-20

げんしかくこうがく

organic and polymeric engineering 有機材料工学 YUUKI ZAIRYOU KOUGAKU7-21

ゆうきざいりょうこうがく

inorganic materials engineering 無機材料工学 MUKI ZAIRYOU KOUGAKU7-22

むきざいりょうこうがく

８．classes 　講義・授業
                                  KOUGI         JYUGYOU

absence 欠席 KESSEKI8-1

けっせき

attendance 出席 SHUSSEKI8-2

しゅっせき
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

leave school (the class) early 早引きする HAYABIKI SURU8-3

はやびきする

tardiness 遅刻 CHIKOKU8-4

ちこく

term / semester 学期 GAKKI8-5

がっき

instruction begins 授業開始 JUGYOU KAISHI8-6

じゅぎょうかいし

instruction end 授業終了 JUGOU SHUURYOU8-7

じゅぎょうしゅうりょう

add-drop 授業申告の追加と取りやめ JUGYOU SHINKOKU NO TSUIKA
TO TORIYAME

8-8

じゅぎょうしんこくのついかととりや
め

audit a course 聴講する (単位はなし) CHOUKOU SURU (TAN-I WA
NASHI)

8-9

ちょうこう する(たんいはなし)

demanding course (授業が) 厳しい，鬼の科目 (JUGYOU GA) KIBISHII / ONI NO
KAMOKU

8-10

(じゅぎょうが) きびしい，おにのか
もく

Mickey Mouse course (授業が) やさしい，仏の科目 (JUGYOU GA) YASASHII /
HOTOKE NO KAMOKU

8-11

(じゅぎょうが) やさしい，ほとけの
かもく

take / enroll 履修する RISHUU SURU8-12

りしゅう

class 講義，授業 KOUGI / JUGYOU8-13

こうぎ，じゅぎょう

classroom 教室 KYOUSHITSU8-14

きょうしつ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

credit 単位 TAN-I8-15

たんい

curriculum カリキュラム KARIKYURAMU8-16

かりきゅらむ

lecture 授業，講演 JUGYOU / KOUEN8-17

じゅぎょう，こうえん

load 履修科目数 RISHUU KAMOKU SUU8-18

りしゅうかもくすう

period 時間， 時限  (時間割の) JIKAN / JIGEN (JIKAN WARI NO)8-19

じかん・じげん(じかんわりの)

required subject / compulsory subject /
required course

必修科目，必須科目 HISSHU KAMOKU / HISSU
KAMOKU

8-20

ひっしゅうかもく，ひっすかもく

selective (course) / optional course 選択科目 SENTAKU KAMOKU8-21

せんたくかもく

supplementary lesson / extra classes 補講 HOKOU8-22

ほこう

syllabus 講義要綱 KOOGI YOUKOU8-23

こうぎようこう

teaching, class / give lessons (classes) 授業 JUGYOU8-24

じゅぎょう

text book 教科書 KYOUKASHO8-25

きょうかしょ

timetable / schedule 時間割 JIKAN WARI8-26

じかんわり
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

assignment / homework 宿題 SHUKUDAI8-27

しゅくだい

review 復習 FUKUSHUU8-28

ふくしゅう

９．library / books　図書館・本
　　　　　　　　　　         TOSHOKAN         HON

check out the book  (本を) 借り出す (HON O) KARI DASU9-1

 (ほんを) かりだす

lend / loan a book  (本を) 貸し出し (HON O) KASHI DASU9-2

 (ほんを) かしだす

library hours 開館時間 KAIKAN JIKAN9-3

かいかんじかん

binding 製本 SEIHON9-4

せいほん

for use in library only 閲覧のみ ETSURAN NOMI9-5

えつらんのみ

in circulation 貸し出し中 KASHI DASHI CHUU9-6

かしだしちゅう

non-circulating 貸し出し不可 KASHI DASHI FUKA9-7

かしだしふか

pamphlet / brochure 小雑誌，小論 SHOU ZASSHI / SHOURON9-8

しょうざっし、しょうろん
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

treatise 学術論文 GAKUJUTSU RONBUN9-9

がくじゅつろんぶん

article 論説 RONSETSU9-10

ろんせつ

introduction to / fundamental of /
elements of

入門，概論 NYUUMON / GAIRON9-11

にゅうもん, がいろん

ceased publication 廃刊  HAIKAN9-12

はいかん

current periodicals 新着雑誌 SHINCHAKU ZASSHI9-13

しんちゃくざっし

～ issue　 ～月号 (July issue ７月号) ～GATSU GOU9-14

～がつごう

periodical journal 定期刊行物  TEIKI KANKOU BUTSU9-15

ていきかんこうぶつ

reading rooms 閲覧室 ETSURAN SHITSU9-16

えつらんしつ

National Diet Library 国立国会図書館 KOKURITSU KOKKAI
TOSHOKAN

9-17

こくりつこっかいとしょかん

proceedings 会議録 KAIGI ROKU9-18

かいぎろく

１０．examination / record　試験・成績
　　　　　　　　　　　　　           SHIKEN        SEISEKI
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

academic record 成績 SEISEKI10-1

せいせき

answer 返事，答え HENJI / KOTAE10-2

へんじ，こたえ

answer sheet 解答用紙 KAITOU YOUSHI10-3

かいとうようし

exam proctor 試験監督 SHIKEN KANTOKU10-4

しけんかんとく

examination 試験 SHIKEN10-5

しけん

final exam 期末試験 KIMATSU SHIKEN10-6

きまつしけん

midterm exam / midyears 中間試験 CHUUKAN SHIKEN10-7

ちゅうかんしけん

quiz 小テスト SHOU TESUTO10-8

しょうてすと

fail / flunk 落第する，（科目を）落とす RAKUDAI SURU / (KAMOKU O)
OTOSU

10-9

らくだいする，(かもくを)  おとす  

fail exam 試験に落ちる SHIKEN NI OCHIRU10-10

しけんにおちる

pass exam 試験に合格する SHIKEN NI GOUKAKU SURU10-11

しけんにごうかくする

cheating カンニング KANNINGU10-12

かんにんぐ
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

make-up exam 追試 TSUISHI10-13

ついし

　
１１．research / laboratory　研究・研究室

　　　　　　　　　　　　          KENKYUU      KENKYUUSHITSU

supervisor / thesis advisor 指導教官 SHIDOU KYOUKAN11-1

しどうきょうかん

analysis 解析，分析 KAISEKI / BUNSEKI11-2

かいせき，ぶんせき

experimental apparatus 実験装置 JIKKEN SOUCHI11-3

じっけんそうち

calculation 計算 KEISAN11-4

けいさん

experiment 実験 JIKKEN11-5

じっけん

make arrangements 打ち合わせする UCHIAWASE SURU11-6

うちあわせする

make / give a presentation　 発表する HAPPYOU SURU11-7

はっぴょうする

work all night　 徹夜する TETSUYA SURU11-8

てつやする

cut off water 断水 DANSUI11-9

だんすい
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

power cut / power stoppage / power
failure

停電 TEIDEN11-10

ていでん

fluorescent light / fluorescent lamp 蛍光灯 KEIKOU TOU11-11

けいこうとう

Look out for fire! 火の用心 HI NO YOUJIN11-12

ひのようじん

No outdoor shoes allowed 土足厳禁 DOSOKU GENKIN11-13

どそくげんきん

spring cleaning / do a general (house)
cleaning

大そうじ OOSOUJI11-14

おおそうじ

cut (mow) grass 草を刈る KUSA O KARU11-15

くさをかる

１２．papers　論文
　　　　　　　　　　           RONBUN

title 題目 DAIMOKU12-1

だいもく

abstract 概要 GAIYOU12-2

がいよう

introduction 序論 JO RON12-3

じょろん

result 結果 KEKKA12-4

けっか

discussion 考察，討論 KOUSATSU / TOURON12-5

こうさつ，とうろん
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

conclusion 結論 KETSURON12-6

けつろん

references 参考文献 SANKOU BUNKEN12-7

さんこうぶんけん

acknowledgment / acknowledgement 謝辞 SHAJI12-8

しゃじ

ibid．(ibidem) 同書・前掲書 DOU SHO / ZENKEI SHO12-9

どうしょ，ぜんけんしょ

manuscript 手書き原稿，印刷用最終原稿 TEGAKI GENKOU / INSATSU
YOU SAISHUU GENKOU

12-10

てがきげんこう，いんさつようさい
しゅうげんこう

correction / correct 添削する TENSAKU SURU12-11

てんさくする

work on manuscript to improve (revise)
the wording

推敲する SUIKOU SURU12-12

すいこうする

Be more specific もっと具体的に MOTTO GUTAITEKI NI12-13

もっとぐたいてきに

wordy くどい KUDOI12-14

くどい

paragraphing 改行 KAIGYOU12-15

かいぎょう

points 要点 YOUTEN12-16

ようてん

redundant 重複 JYUUFUKU / CHOUFUKU12-17

じゅうふく，ちょうふく
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

１３．stationery　文房具
　　　　　　　　　　　          BUNBOUGU

graph paper / cross leaf notebook 方眼紙 HOUGANSHI13-1

ほうがんし

mechanical pencil シャープペンシル SHAAP PENSHIRU13-2

しゃーぷぺんしる

scissors 鋏 HASAMI13-3

はさみ

memo slip メモ用紙 MEMO YOUSHI13-4

めもようし

pencil sharpener 鉛筆削り ENPITSU KEZURI 13-5

えんぴつけずり

seal / stamp 印鑑 (はんこ) INKAN (HANKO)13-6

いんかん  (はんこ)

stapler ホッチキス HOCCHIKISU13-7

ほっちきす

staples / a bar of staples / a roll of
staples

ホッチキスのしん (はり) HOCCHIKISU NO SHIN (HARI)13-8

ほっちきすのしん（はり）

thumbtack / drawing pin 画びょう，押しピン GABYOU / OSHIPIN13-9

がびょう，おしぴん

transparency OHP 用紙 OHP YOOSHI13-10

OHP ようし
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

writing pad / writing tablet レポート用紙 REPOOTO YOOSHI13-11

れぽーとようし

scotch tape / cello tape / cellophane
tape

セロテープ SEROTEEPU13-12

せろてーぷ

１４．etc.　その他
　　　　　　　　　           SONO   TA

appointment  　 予約，約束 YOYAKU / YAKUSOKU14-1

よやく，やくそく

business year / fiscal year / school
(academic) year

年度 NENDO14-2

ねんど

class reunion　 同窓会 DOUSOU KAI14-3

どうそうかい

contribution / donation 寄付 KIFU14-4

きふ

extra-curricular activities 課外活動 KAGAI KATSUDOU14-5

かがいかつどう

interviewing 面接 MENSETSU14-6

めんせつ

memorandum メモ MEMO14-7

めも

questionnaire アンケート ANKEETO (inquiry)14-8

あんけーと
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English 日  本  語 ローマ字  Roman alphabet

recruitment  (人など) collect /
raise (寄付など)

募集 BOSHUU14-9

ぼしゅう

reservation / booking 予約 YOYAKU14-10

よやく

the year end's party　 忘年会 BOU NEN KAI14-11

ぼうねんかい

title 肩書 KATAGAKI14-12

かたがき

yearbook 卒業アルバム SOTSUGYOU ARUBAMU14-13

そつぎょうあるばむ

request 依頼 IRAI14-14

いらい

affiliation 所属 SHOZOKU14-15

しょぞく

ASAP =as soon as possible 至急 SHIKYUU14-16

しきゅう

FYI = for your information 参考までに SANKOU MADE NI14-17

さんこうまでに
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