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introduction au JLPT
Le JLPT (Japanese Language Proficiency Test) ou 日本語能力試験 (Nihongo Nôryoku Shiken) 

ou encore « Test d’Aptitude en Japonais » est l’examen officiel et international de langue 

japonaise. Il se divise en cinq niveaux : du N1, le plus poussé, au N5 pour les débutants. 

Pour passer le test, le candidat choisit le niveau auquel il prétend. Un JLPT validé donne 

droit à un diplôme international qui peut être demandé pour s’inscrire dans une université 

japonaise, ou encore pour postuler à un emploi au Japon.

L’examen se déroule simultanément dans plusieurs dizaines de pays, une fois par an : 

le premier dimanche de décembre. Au Japon et dans un certain nombre d’autres pays 

(mais pas la France ni la Suisse), il existe une session supplémentaire en juillet. Établi en 

1984, il est organisé au Japon par JEES (Japan Educational Exchange and Services) et par la 

Fondation du Japon (The Japan Foundation) ailleurs dans le monde. Le JLPT a été rénové en 

2010, passant de quatre à cinq niveaux de difficulté. Le test est un QCM standardisé. 

En France, les dossiers d’inscription sont à remplir et à remettre pendant une période 

qui va généralement de début septembre à mi-octobre. L’inscription se fait sur le site de 

l’INALCO Paris (anciennement Langues’O) : inalco.fr. On peut passer le test dans deux 

centres d’examen :

Paris•	  Maison des Examens : 7 Rue Ernest Renan, 94110 Arcueil (station RER B Laplace)

Lyon•	  INSA : Avenue des Arts, 69100 Villeurbanne (tél. 04 72 43 82 29)

Le résultat est communiqué par courrier courant mars, accompagné le cas échéant 

du diplôme correspondant au niveau passé. Il est également possible de consulter les 

résultats dès février sur le site officiel : jlpt.jp. 

http://www.inalco.fr
http://www.jlpt.jp
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Précisions sur le JLPT n4
Le N4 (ex- niveau 3) qui nous intéresse ici est destiné aux faux débutants en japonais, il 

correspond à une compréhension du japonais basique :

lecture•	  : capacité à lire et comprendre un texte portant sur un sujet familier de la vie 

quotidienne, rédigé avec du vocabulaire et des kanji de base.

écoute•	  : capacité à comprendre approximativement la teneur d’une conversation à un 

débit de parole lent et dans une situation courante. 

L’inscription au JLPT N4 coûte 65 Euros.

Le déroulement des épreuves (d’une durée totale de 2h05) est le suivant :

d’abord, un test de •	 vocabulaire (30 minutes)

ensuite, un test de •	 grammaire (60 minutes)

enfin, un test de •	 compréhension orale diffusé sur banque magnétique ou numérique, 

avec réponses pictographiques (35 minutes)

Le score total du JLPT est calculé sur 180 points : 120 pour la lecture et 60 pour l’écoute. 

Il y a des scores minimum à atteindre pour réussir l’examen :

au total (90 points) •	

aux épreuves de lecture (38 points) •	

à l’épreuve d’écoute (19 points)•	

Il est donc possible de se faire recaler sur le score total, mais également à cause d’une  

seule épreuve, même si le candidat a parfaitement réussi le reste de l’examen. 
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Les kana : hiragana et katakana
Sur la page suivante, vous trouverez les tableaux de kana que j’ai préparés pour vous. Il y 

a un tableau pour chaque système : hiragana et katakana. 

En noir, vous trouverez tous les kana principaux, c’est à dire les 46 caractères diffé-

rents qui seront la base de l’apprentissage. En gris, ce sont les dérivés et les combinaisons. 

En rouge, il s’agit de la transcription phonique dans notre alphabet, autrement dit leur 

lecture. 

Autour de chaque kana, les petits chiffres indiquent l’ordre et le sens des traits à connaître 

pour effectuer un tracé correct. 

Remarquez la différence visuelle entre les deux systèmes syllabaires :

les •	 hiragana sont plus arrondis, plus doux ; historiquement ils étaient réservés aux 

femmes, aujourd’hui ils servent à transcrire le japonais.

les •	 katakana sont plus anguleux, plus durs ; historiquement ils étaient réservés aux 

hommes, aujourd’hui ils servent à transcrire les mots et noms étrangers.

Les tableaux en grand format sont téléchargeables dans mon article sur Kanpai.fr :  

Méthode de japonais accélérée : apprendre les kana en 3 jours.

http://www.kanpai.fr/japon/apprendre-hiragana-katakana-en-3-jours.html
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support de tracé
Voici un support intéressant pour vous entraîner au tracé de vos kana ou kanji :



- 8 -

Réviser son JLPT N4

Les 230 kanji à connaître
Voici les 230 premiers kanji à connaître, ainsi que leurs lecture(s) et traduction(s) : 

lecture •	 on (d’origine chinoise) en katakana 

lecture •	 kun (japonaise) en hiragana

Les 80 kanji du JLPT n5
Kanji On-yomi Kun-yomi Traduction

日 ニチ ジツ - ひ -び jour, soleil

一 イチ イツ ヒト. ひと- un

国 コク ク pays

人 ジン ニン - ひと -り personne

年 ネン ト anné

大 ダイ タイ -オオ.イ おお- おお.きい grand

十 ジュウ ジッ ジュッ とお dix

二 ニ ジ フタタ. ふた ふた.つ deux

本 ホン モ livre, origine, vrai

中 チュウ アタ. なか うち dedans, milieu

長 チョウ オ なが.い long, chef

出 シュツ スイ イ.ダ で.る -で だ.す -だ.す 

い.でる

sortie, sortir

三 サン ゾウ ミッ. み み.つ trois

時 ジ -ド とき heure

行 コウ ギョウ アン オ

コ.ナ

い.く ゆ.く -ゆ.き -ゆ

き -い.き -いき おこ

な.う

aller

見 ケン み.る み.える み.せる regarder, voir

月 ゲツ ガツ ツ mois, lune

後 ゴ コウ オク.レ のち うし.ろ うしろ あ

と

après, derrière, ensuite

前 ゼン -マ まえ devant, avant
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生 セイ ショウ - い.きる い.かす い.け

る う.まれる う.まれ う

まれ う.む お.う は.え

る は.やす き なま な

ま- な.る

vie, naissance

五 ゴ イツ. いつ cinq

間 カン ケン あいだ ま あい entre

上 ジョウ ショウ シャ

ン ヨ.

うえ -うえ うわ- かみ 

あ.げる -あ.げる あ.がる 

-あ.がる あ.がり -あ.が

り のぼ.る のぼ.り の

ぼ.

dessus, au-dessus

東 トウ ヒガ est

四 シ ヨ よ よ.つ よっ.つ quatre

今 コン キン イ maintenant

金 キン コン ゴン -ガ かね かな- or

九 キュウ ク ココノ. ここの neuf

入 ニュウ ジュ ハイ. い.る -い.る -い.り 

い.れる -い.れ

entrer, insérer

学 ガク マナ. étude

高 コウ タカ.メ たか.い たか -だか た

か.まる

haut, cher

円 エン マロ.ヤ まる.い まる まど ま

ど.か

Yen, rond

子 シ ス ツ こ -こ enfant, signe du rat

外 ガイ ゲ そと ほか はず.す は

ず.れる と

dehors

八 ハチ ヨ や や.つ やっ.つ huit

六 ロク リク ム む む.つ むっ.つ six

下 カ ゲ オ.リ した しも もと さ.げる 

さ.がる くだ.る くだ.り 

くだ.す -くだ.す くだ.さ

る お.ろす

en-dessous, descendre
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来 ライ タイ く.る きた.る きた.す 

き.たす き.たる き

venir, prochain

気 キ ケ いき esprit, âme

小 ショウ ちい.さい こ- お- さ petit

七 シチ ナ なな なな.つ sept

山 サン セン ヤ montagne

話 ワ はな.す はなし histoire, parler

女 ジョ ニョ ニョウ おんな femme

北 ホク キ nord

午 ゴ うま midi, cheval

百 ヒャク ビャク モ cent

書 ショ -ガ か.く -が.き écrire

先 セン マ. さき avant, précédent

名 メイ ミョウ - な nom, réputation

川 セン カ rivière, flux

千 セン mille

水 スイ みず みず eau

半 ハン ナカ. moitié, milieu

男 ダン ナン おとこ homme

西 セイ サイ ス ニ ouest

電 デン électricité

校 コウ キョ école

語 ゴ かた.る かた.らう mot, langue

土 ド ト ツ sol, terre

木 ボク モク き こ arbre, bois

聞 ブン モン き.く き.こえる entendre, écouter, 

demander

食 ショク ジキ ハ. く.う く.らう た.べる manger, nourriture

車 シャ クル voiture

何 カ なに なん なに- なん quoi

南 ナン ナ ミナ sud

万 マン バン ヨロ dix mille

毎 マイ -ゴト. ごと chaque

白 ハク ビャク シロ. しろ しら- blanc

天 テン あまつ あめ あま ciel, paradis
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母 ボ はは も maman

火 カ ひ -び ほ- feu

右 ウ ユウ ミ droite

読 ドク トク トウ -ヨ. よ.む lire

友 ユウ ト ami

左 サ シャ ヒダ gauche

休 キュウ やす.む やす.まる や

す.める

repos, sommeil, retraite

父 フ ちち père

雨 ウ あめ あま- -さめ pluie

Les 150 kanji du JLPT n4
Kanji On-yomi Kun-yomi Traduction

会 カイ エ アツ.マ あ.う あ.わせる réunion, rencontrer

同 ドウ おな.じ identique, égalité

事 ジ ズ ツカ.エ こと つか.う chose, fait

自 ジ シ オノ.ズ みずか.ら おの.ずか
ら

soi-même

社 シャ ヤシ entreprise, sanctuaire

発 ハツ ホツ ハナ. た.つ あば.く おこ.る 
つか.わす

départ, publier

者 シャ もの personne

地 チ terre

業 ギョウ ゴウ ワ profession, industrie

方 ホウ -ガ かた -かた personne, façon

新 シン あたら.しい あら.た 
あら- にい

nouveau

場 ジョウ チョウ ば emplacement, lieu

員 イ employé, membre

立 リツ リュウ リット
ル -ダ.テ

た.つ -た.つ た.ち- 
た.てる -た.てる た.て- 
たて- -た.て -だ.て

se tenir debout

開 カイ ア.ケ ひら.く ひら.き -び
ら.き ひら.ける あ.く

ouvrir
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手 シュ ズ て て- -て た- main

力 リョク リキ リイ 
チカ

puissance, force

問 モン ト と.う と.い question, problème

代 ダイ タイ シ か.わる かわ.る か
わ.り -がわ.り か.え
る よ

modifier, époque

明 メイ ミョウ ミン 
ア.カ

あ.かり あか.るい あ
か.るむ あか.らむ あ
き.らか あ.ける -あ.け 
あ.く あ.くる

lumière

動 ドウ ウゴ.カ うご.く mouvement

京 キョウ ケイ キン 
ミヤ

capitale, dix millions

目 モク ボク め -め ま oeil

通 ツウ ツ カヨ. とお.る とお.り -と
お.り -どお.り とお.す 
とお.し -どお.し

rue, avenue

言 ゲン ゴン コ い.う dire

理 リ コトワ raison, logique, principe

体 タイ テイ カタ からだ corps

田 デン rizière

主 シュ ス シュウ ア
ル

ぬし おも chef, principal

題 ダイ sujetn thème

意 イ volonté, idée, 
signification

不 フ ブ négatif, mauvais

作 サク サ -ヅク. つく.る つく.り construire, préparer

用 ヨウ モチ.イ utiliser, employer

度 ド ト タク -タ. たび compteur d'occurrences

強 キョウ ゴウ コワ. つよ.い つよ.まる つ
よ.める し.いる

fort

公 コウ ク オオヤ public, officiel

持 ジ モ.テ も.つ -も.ち tenir, avoir

野 ヤ ショ の の plaine, champ

以 イ モッ. par l’intermédiaire, par 
rapport

思 シ おも.う おもえら.く 
おぼ.す

penser
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家 カ ケ ウ いえ や maison

世 セイ セ ソウ サン
ジュ

よ génération, monde, 
société, public

多 タ おお.い まさ.に ま
さ.る

nombreux, fréquents, 
beaucoup

正 セイ ショウ マサ. ただ.しい ただ.す ま
さ

correct, juste

安 アン ヤス.ラ やす.い やす.まる や
す

bon marché, paisible

院 イン institution, temple

心 りっしんべん coeur, esprit

界 カイ monde

教 キョウ オソ.ワ おし.える enseigner, foi, doctrine

文 ブン モン ア ふみ phrase, littérature, art

元 ゲン ガン モ début, origine

重 ジュウ チョウ オ え おも.い おも.り お
も.なう かさ.ねる か
さ.なる

lourd, amasser

近 キン コン チカ. près, équivalent

考 コウ カンガ. かんが.える penser, réfléchir

画 ガ カク エ カイ えが.く かく.する か
ぎ.る はかりごと は
か.る

image

海 カイ ウ mer, océan

売 バイ ウ.レ う.る vendre

知 チ シ.ラセ し.る savoir, sagesse

道 ドウ トウ ミ route, rue

集 シュウ ツド. あつ.まる あつ.める rassembler, réunion

別 ベツ ワ.ケ わか.れる diverger, supplémentaire

物 ブツ モツ もの もの- chose, objet

使 シ つか.う つか.い -つ
か.い -づか.い

utiliser

品 ヒン ホン しな marchandises, 

計 ケイ ハカ.ラ はか.る plan, schéma, mesure

死 シ し.ぬ し.に- mort, mourir

特 トク spécial

私 シ わたくし わたし je, moi

始 シ ハジ.マ はじ.める -はじ.める commencer
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朝 チョウ ア matin

運 ウン はこ.ぶ chance, destin, progrès

終 シュウ ツイ. お.わる -お.わる お
わ.る お.える つい

fin

台 ダイ タイ うてな われ つかさ socle, support

広 コウ ひろ.い ひろ.まる ひ
ろ.める ひろ.がる ひ
ろ.げる

large, spacieux

住 ジュウ ヂュウ チュ
ウ -ズ.マ

す.む す.まう habiter, résider, vivre

真 シン マコ ま ま- vrai, réalité, secte 
bouddhiste

有 ユウ ウ ア. posséder, produire

口 コウ ク くち bouche

少 ショウ すく.ない すこ.し quelques-uns, peu

町 チョウ まち village, ville

料 リョウ frais, matériaux

工 コウ ク artisanat

建 ケン コン タ. た.てる た.て -だ.て construire

空 クウ ムナ.シ そら あ.く あ.き あ.け
る から す.く す.かす

vide, ciel

急 キュウ いそ.ぐ いそ.ぎ pressé, urgence

止 シ -サ. と.まる -ど.まり 
と.める -と.める -
ど.め とど.める と
ど.め とど.まる や.め
る や.む -や.む よ.

arrêter

送 ソウ おく.る escorter

切 セツ サイ -ギ. き.る -き.る き.り -
き.り -ぎ.り き.れる -
き.れる き.れ -き.れ

couper, coupure

転 テン ころ.がる ころ.げる 
ころ.がす ころ.ぶ ま
ろ.ぶ うたた うつ.る

tourner, changer

研 ケン ト. ongles, aiguiser

足 ソク タ. あし た.りる た.る jambe, pied

究 キュウ ク キワ.メ recherche, étude

楽 ガク ラク ゴウ コ
ノ.

たの.しい たの.しむ musique, confort
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起 キ お.きる お.こる お.こ
す おこ.す た.つ

réveiller, se lever

着 チャク ジャク き.る -ぎ き.せる -
き.せ つ.く つ.ける

arriver, porter

店 テン みせ たな magasin

病 ビョウ ヘイ や.む -や.み やまい malade

質 シツ シチ チ たち ただ.す もと わ
りふ

substance, matière, 
tempérament

待 タイ -マ. ま.つ attendre

試 シ こころ.みる ため.す tester, essayer

族 ゾ famille

銀 ギン シロガ argent

早 ソウ サッ はや.い はや はや- は
や.まる はや.める さ

tôt, rapide

映 エイ -バ. うつ.る うつ.す は.え
る

refléter, projection

親 シン シタ.シ おや おや- した.しい parent, intimité

験 ケン ゲン あかし しるし ため.す 
ためし

vérification, test

英 エイ ハナブ Angleterre, anglais

医 イ い.やす い.する くす
し

médecin, médecine

仕 シ ジ つか.える participer, servir

去 キョ コ -サ. さ.る passé, quitter

味 ミ あじ あじ.わう saveur, goût

写 シャ ジャ うつ.す うつ.る うつ- 
うつ.し

copier, photographier

字 ジ あざ あざな -な caractère, lettre, mot

答 トウ コタ. こた.える solution, réponse

夜 ヤ よ よる nuit, soir

音 オン イン -ノン おと son, bruit

注 チュウ そそ.ぐ さ.す つ.ぐ verser, arroser, 
commentaire

帰 キ かえ.る かえ.す お
く.る とつ.ぐ

retourner, arriver

古 コ -フル. ふる.い ふる- vieux

歌 カ うた うた.う chanson, chanter

買 バイ か.う acheter
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悪 アク オ わる.い わる- あ.し 
にく.い -にく.い ああ 
いずくに いずくんぞ に
く.む

mal, vice, faux

図 ズ ト ハカ. え carte, plan

週 シュウ semaine

室 シツ むろ chambre, appartement

歩 ホ ブ フ アユ. ある.く marcher

風 フウ フ -カ かぜ かざ- vent, air, style

紙 シ かみ papier

黒 コク くろ くろ.ずむ く
ろ.い

noir

花 カ ケ ハ fleur

春 シュン ハ printemps

赤 セキ シャク ア
カ.ラメ

あか あか- あか.い あ
か.らむ

rouge

青 セイ ショウ アオ. あお あお- bleu, vert

館 カン タ やかた bâtiment

屋 オク toit

色 ショク シキ イ couleur

走 ソウ ハシ. courir

秋 シュウ ト あき automne

夏 カ ガ ゲ なつ été

習 シュウ ジュ なら.う なら.い apprendre

駅 エキ station, gare

洋 ヨ océan, style occidental

旅 リョ たび voyage

服 フ vêtements, obéir

夕 セキ ユ soirée

借 シャク か.りる emprunter, louer

曜 ヨ jour de la semaine

飲 イン オン の.む -の.み boire

肉 ニク viande

貸 タイ か.す か.し- かし- prêter

堂 ドウ hall

鳥 チョウ ト oiseau, poulet

飯 ハン メ repas
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勉 ベン ツト.メ effort

冬 トウ ふゆ hiver

昼 チュウ ひる jour, midi

茶 チャ thé

弟 テイ ダイ デ オト
ウ

frère cadet

牛 ギュウ ウ vache

魚 ギョ -ザカ うお さかな poisson

兄 ケイ キョウ ア frère aîné

犬 ケン いぬ いぬ- chien

妹 マイ イモウ soeur cadette

姉 シ あね はは soeur aînée

漢 カ Chine
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Les 1250 mots de vocabulaire à connaître
Voici les 1250 mots de vocabulaire à connaître, ainsi que leurs lecture(s) et 

traduction(s) : 

Les 600 mots de vocabulaire du JLPT n5
Kanji Hiragana Traduction(s)
会う あう rencontrer
青 あお bleu
青い あおい bleu
赤 あか rouge
赤い あかい rouge
明い あかるい éclairé
秋 あき automne
開く あく ouvrir, être ouvert
開ける あける ouvrir
上げる あげる donner
朝 あさ matin
朝御飯 あさごはん petit déjeuner

あさって après-demain
足 あし pied, jambe
明日 あした demain

あそこ là-bas
遊ぶ あそぶ jouer
暖かい あたたかい chaud
頭 あたま tête
新しい あたらしい nouveau

あちら là
暑い あつい chaud
熱い あつい chaud au toucher
厚い あつい épais

あっち là-bas
後 あと après

あなた toi
兄 あに grand-frère
姉 あね grande-soeur

あの cela
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あの euh...
アパート appartement
あびる se doucher, se baigner

危ない あぶない dangereux
甘い あまい sucré

あまり peu
雨 あめ pluie
飴 あめ bonbon
洗う あらう laver

ある il y a
歩く あるく marcher

あれ ça
いい/よい bon
いいえ non

言う いう dire
家 いえ maison

いかが combien
行く いく aller

いくつ combien ?
いくら combien ? (prix)

池 いけ étang
医者 いしゃ docteur

いす chaise
忙しい いそがしい occupé
痛い いたい douloureux
一 いち un
一日 いちにち un jour

いちばん premier
いつ quand

五日 いつか cinquième jour
一緒 いっしょ ensembe
五つ いつつ cinq

いつも toujours
犬 いぬ chien
今 いま maintenant
意味 いみ sens (définition)
妹 いもうと petite soeur
嫌 いや désagréable
入口 いりぐち entrée
居る いる être
要る いる avoir besoin
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入れる いれる insérer
色 いろ couleur

いろいろ variés
上 うえ au-dessus
後ろ うしろ derrière
薄い うすい faible
歌 うた chanson
歌う うたう chanter
生まれる うまれる naître
海 うみ mer
売る うる vendre
煩い うるさい bruyant
上着 うわぎ veste
絵 え dessin
映画 えいが film
映画館 えいがかん cinéma
英語 えいご langue anglaise

ええ oui
駅 えき gare

エレベーター escalator
鉛筆 えんぴつ crayon

おいしい délicieux
多い おおい nombreux
大きい おおきい grand
大きな おおきな grand
大勢 おおぜい beaucoup de monde
お母さん おかあさん mère
お菓子 おかし bonbons
お金 おかね argent
起きる おきる se lever
置く おく placer
奥さん おくさん épouse
お酒 おさけ alcool
お皿 おさら assiette
伯父/叔父 おじいさん grand-père
教える おしえる enseigner, dire
伯父/叔父 おじさん oncle
押す おす pousser
遅い おそい tard, lent
お茶 おちゃ thé vert
お手洗い おてあらい salle de bains



- 21 -

Réviser son JLPT N4

お父さん おとうさん père
弟 おとうと frère cadet
男 おとこ homme
男の子 おとこのこ garçon
一昨日 おととい avant-hier
一昨年 おととし l’année avant l’année dernière
大人 おとな adulte

おなか estomac
同じ おなじ identique
お兄さん おにいさん frère aîné
お姉さん おねえさん soeur aînée

おばあさん grand-mère
伯母さん/叔母さん おばさん tante
お風呂 おふろ bain
お弁当 おべんとう boîte à bento
覚える おぼえる retenir

おまわりさん policier (familier)
重い おもい lourd

おもしろい intéressant
泳ぐ およぐ nager
降りる おりる descendre
終る おわる finir
音楽 おんがく musique
女 おんな femme
女の子 おんなのこ fille
外国 がいこく pays étranger
外国人 がいこくじん étranger
会社 かいしゃ entreprise
階段 かいだん escaliers
買い物 かいもの courses
買う かう acheter
返す かえす rendre
帰る かえる revenir

かかる prendre du temps ou de l'argent
かぎ clé

書く かく écrire
学生 がくせい étudiant

かける appeler par téléphone
傘 かさ parapluie
貸す かす prêter
風 かぜ vent
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風邪 かぜ rhume
家族 かぞく famille
方 かた personne, façon de faire
学校 がっこう école

カップ tasse
家庭 かてい ménage
角 かど coin

かばん sac
花瓶 かびん vase
紙 かみ papier

カメラ appareil photo
火曜日 かようび mardi
辛い からい épicé
体 からだ corps
借りる かりる emprunter
軽い かるい lumière

カレー curry
カレンダー calendrier

川/河 かわ rivière
かわいい mignon

漢字 かんじ kanji (caractère)
木 き arbre, bois
黄色 きいろ jaune
黄色い きいろい jaune
消える きえる disparaître
聞く きく entendre, écouter
北 きた nord

ギター guitare
汚い きたない sale
喫茶店 きっさてん salon de thé
切手 きって timbre-poste
切符 きっぷ billet
昨日 きのう hier
九 きゅう / く neuf
牛肉 ぎゅうにく boeuf
牛乳 ぎゅうにゅう lait
今日 きょう aujourd'hui
教室 きょうしつ salle de classe
兄弟 きょうだい frères et soeurs
去年 きょねん année dernière
嫌い きらい haine
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切る きる couper
着る きる porter (vêtement)

きれい joli
キロ/キログラム kilogramme
キロ/キロメートル kilomètre

銀行 ぎんこう banque
金曜日 きんようび vendredi
薬 くすり médicament

ください s'il vous plaît
果物 くだもの fruit
口 くち bouche
靴 くつ chaussures
靴下 くつした chaussettes
国 くに pays
曇り くもり nuageux
曇る くもる devenir trouble
暗い くらい sombre

クラス classe
グラム gramme

来る くる venir
車 くるま voiture
黒 くろ noir
黒い くろい noir
警官 けいかん policier
今朝 けさ ce matin
消す けす effacer, éteindre
結構 けっこう parfait, suffisant
結婚 けっこん mariage
月曜日 げつようび lundi
玄関 げんかん hall d'entrée
元気 げんき santé
五 ご cinq
公園 こうえん parc
交差点 こうさてん intersection
紅茶 こうちゃ thé noir
交番 こうばん commissariat
声 こえ voix

コート manteau, court de tennis
コーヒー café
ここ ici

午後 ごご après-midi
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九日 ここのか neuf jours, neuvième jour
九つ ここのつ neuf
午前 ごぜん matin
答える こたえる répondre

こちら comme cela
こっち comme cela
コップ verre

今年 ことし cette année
言葉 ことば mot, langue
子供 こども enfant

この ce
御飯 ごはん riz, repas

コピーする copier
困る こまる être inquiet

これ ceci
今月 こんげつ ce mois-ci
今週 こんしゅう cette semaine

こんな tel
今晩 こんばん ce soir

さあ eh bien...
財布 さいふ portefeuille
魚 さかな poisson
先 さき premier, précédent
咲く さく fleurir
作文 さくぶん composition, écriture
差す さす tendre la main, ouvrir un parapluie
雑誌 ざっし magazine
砂糖 さとう sucre
寒い さむい froid
さ来年 さらいねん l’année après l’année prochaine
三 さん trois
散歩 さんぽする flâner
四 し / よん quatre
塩 しお sel

しかし cependant
時間 じかん temps
仕事 しごと emploi
辞書 じしょ dictionnaire
静か しずか calme
下 した au-dessous
七 しち / なな sept



- 25 -

Réviser son JLPT N4

質問 しつもん question
自転車 じてんしゃ vélo
自動車 じどうしゃ automobile
死ぬ しぬ à mourir
字引 じびき dictionnaire
自分 じぶん soi-même
閉まる しまる fermer
閉める しめる fermer 
締める しめる lier

じゃ/じゃあ eh bien...
写真 しゃしん photo

シャツ chemise
シャワー douche

十 じゅう とお dix
授業 じゅぎょう cours
宿題 しゅくだい devoirs
上手 じょうず habile
丈夫 じょうぶ fort, durable

しょうゆ sauce soja
食堂 しょくどう réfectoire
知る しる savoir
白 しろ blanc
白い しろい blanc
新聞 しんぶん journal
水曜日 すいようび mercredi
吸う すう fumer, sucer

スカート jupe
好き すき aimer
少ない すくない peu

すぐに immédiatement
少し すこし un peu
涼しい すずしい rafraîchissant

ストーブ chauffage
スプーン cuillère
スポーツ sport
ズボン pantalon

住む すむ vivre (habiter)
スリッパ chaussons
する faire

座る すわる s'asseoir
背 せ hauteur
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生徒 せいと élève
セーター pull
せっけん économie

背広 せびろ costume d'affaires
狭い せまい étroit

ゼロ zéro
千 せん mille
先月 せんげつ le mois dernier
先週 せんしゅう la semaine dernière
先生 せんせい enseignant, médecin
洗濯 せんたく linge
全部 ぜんぶ tous
掃除 そうじする nettoyer

そうして/そして et
そこ là
そちら là-bas
そっち là-bas

外 そと extérieur
その ce
そば près, à côté de

空 そら ciel
それ cela
それから après que
それでは dans ce cas

大学 だいがく université
大使館 たいしかん ambassade
大丈夫 だいじょうぶ bien (ça va)
大好き だいすき adorer
大切 たいせつ important
台所 だいどころ cuisine

たいへん très
たいへん difficile

高い たかい grand, cher
たくさん beaucoup
タクシー taxi

出す だす envoyer
立つ たつ se lever

たて longueur
建物 たてもの bâtiment
楽しい たのしい agréable
頼む たのむ demander
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たばこ tabac, cigarettes
たぶん probablement

食べ物 たべもの nourriture
食べる たべる manger
卵 たまご oeuf
誰 だれ qui
誰 だれか quelqu'un
誕生日 たんじょうび anniversaire

だんだん peu à peu
小さい ちいさい peu
小さな ちいさな peu
近い ちかい près de
違う ちがう différer
近く ちかく près de
地下鉄 ちかてつ métro
地図 ちず carte
茶色 ちゃいろ brun

ちゃわん bol à riz
ちょうど exactement
ちょっと un peu

一日 ついたち une journée
使う つかう utiliser
疲れる つかれる se fatiguer
次 つぎ suivant
着く つく arriver à
机 つくえ bureau
作る つくる fabriquer

つける activer
勤める つとめる travailler pour quelqu'un 

つまらない ennuyeux
冷たい つめたい froid
強い つよい puissant
手 て main

テープ ruban
テーブル table
テープレコーダー magnétophone

出かける でかける sortir
手紙 てがみ lettre

できる pouvoir
出口 でぐち sortie

テスト test
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では avec ça...
デパート grand magasin
でも mais

出る でる partir
テレビ télévision

天気 てんき temps (météo)
電気 でんき électricité
電車 でんしゃ train
電話 でんわ téléphone
戸 と porte de style japonais

ドア porte de style occidental
トイレ toilettes
どう comment, de quelle manière
どうして pour quelle raison
どうぞ s'il vous plaît

動物 どうぶつ animal
どうも merci

遠い とおい loin
十日 とおか dix jours, le dixième jour
時々 ときどき parfois
時計 とけい montre, horloge

どこ où
所 ところ lieu
年 とし année
図書館 としょかん bibliothèque

どちら lequel
どっち lequel
とても très
どなた qui

隣 となり à côté de
どの qui

飛ぶ とぶ voler
止まる とまる stopper
友達 ともだち ami
土曜日 どようび samedi
鳥 とり oiseau
とり肉 とりにく volaille
取る とる prendre
撮る とる prendre une photo, filmer

どれ qui (de trois ou plus)
ナイフ couteau
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中 なか milieu
長い ながい long
鳴く なく bruit des animaux
無くす なくす perdre quelque chose

なぜ pourquoi
夏 なつ été
夏休み なつやすみ vacances d'été

など etc.
七つ ななつ sept
七日 なのか sept jours, le septième jour
名前 なまえ nom
習う ならう apprendre
並ぶ ならぶ aligner
並べる ならべる aligner

なる devenir
何 なん/なに que, quoi
二 に deux
賑やか にぎやか animé
肉 にく viande
西 にし ouest
日曜日 にちようび dimanche
荷物 にもつ bagage

ニュース nouvelles, informations
庭 にわ jardin
脱ぐ ぬぐ enlever des vêtements
温い ぬるい tiède

ネクタイ cravate
猫 ねこ chat
寝る ねる dormir

ノート cahier
登る のぼる monter, gravir
飲み物 のみもの boisson
飲む のむ boire
乗る のる monter
歯 は dent

パーティー fête
はい oui

灰皿 はいざら cendrier
入る はいる entrer
葉書 はがき carte postale

はく mettre un pantalon
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箱 はこ boîte
橋 はし pont

はし baguettes
始まる はじまる commencer
初め/始め はじめ début
初めて はじめて pour la première fois
走る はしる pour exécuter

バス bus
バター beurre

二十歳 はたち 20 ans
働く はたらく travailler
八 はち huit
二十日 はつか vingt jours, vingtième jour
花 はな fleur
鼻 はな nez
話 はなし histoire
話す はなす parler
早い はやい tôt
速い はやい rapide
春 はる printemps
貼る はる s'en tenir
晴れ はれ temps clair
晴れる はれる ensoleillé
半 はん moitié
晩 ばん soirée

パン pain
ハンカチ mouchoir

番号 ばんごう numéro
晩御飯 ばんごはん dîner
半分 はんぶん demi-minute
東 ひがし est
引く ひく tirer
弾く ひく jouer d’un instrument à cordes / piano
低い ひくい court, bas
飛行機 ひこうき avion
左 ひだり gauche
人 ひと personne
一つ ひとつ un
一月 ひとつき un mois
一人 ひとり une personne
暇 ひま temps libre
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百 ひゃく cent
病院 びょういん hôpital
病気 びょうき maladie
昼 ひる midi
昼御飯 ひるごはん déjeuner
広い ひろい spacieux, large

フィルム film
封筒 ふうとう enveloppe

プール piscine
フォーク fourchette

吹く ふく sauter
服 ふく vêtements
二つ ふたつ deux
豚肉 ぶたにく porc
二人 ふたり deux personnes
二日 ふつか deux jours, deuxième jour 
太い ふとい gras
冬 ふゆ hiver
降る ふる tomber (pluie ou neige)
古い ふるい ancien

ふろ bain
文章 ぶんしょう texte

ページ page
下手 へた maladroit

ベッド lit
ペット animal de compagnie

部屋 へや chambre
辺 へん zone

ペン stylo
勉強 べんきょうする étudier
便利 べんり utile, pratique
帽子 ぼうし chapeau

ボールペン stylo à bille
ほか autre, reste
ポケット poche

欲しい ほしい vouloir
ポスト poste

細い ほそい mince
ボタン bouton
ホテル hôtel

本 ほん livre
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本棚 ほんだな étagères
ほんとう vérité

毎朝 まいあさ tous les matins
毎月 まいげつ/まいつき chaque mois
毎週 まいしゅう chaque semaine
毎日 まいにち quotidiennement
毎年 まいねん/まいとし chaque année
毎晩 まいばん tous les soirs
前 まえ avant, devant
曲る まがる tourner, plier

まずい désagréable
また à nouveau
まだ encore

町 まち ville
待つ まつ attendre

まっすぐ tout droit
マッチ match

窓 まど fenêtre
丸い/円い まるい rond, circulaire
万 まん dix mille
万年筆 まんねんひつ stylo à encre
磨く みがく se brosser les dents, polir
右 みぎ droite
短い みじかい court
水 みず eau
店 みせ magasin
見せる みせる montrer
道 みち rue
三日 みっか trois jours, troisième jour du mois
三つ みっつ trois
緑 みどり vert
皆さん みなさん tout le monde
南 みなみ sud
耳 みみ oreille
見る 観る みる voir, regarder

みんな tout le monde
六日 むいか six jours, sixième jour du mois
向こう むこう là-bas
難しい むずかしい difficile
六つ むっつ six
村 むら village



- 33 -

Réviser son JLPT N4

目 め oeil
メートル mètre

眼鏡 めがね lunettes
もう déjà

もう一度 もういちど encore une fois
木曜日 もくようび Jeudi
持つ もつ tenir

もっと plus
物 もの chose
門 もん porte
問題 もんだい problème
八百屋 やおや marchand de légumes
野菜 やさい légume
易しい やさしい facile, simple
安い やすい pas cher
休み やすみ repos, vacances
休む やすむ reposer
八つ やっつ huit
山 やま montagne

やる faire
夕方 ゆうがた soirée
夕飯 ゆうはん dîner
郵便局 ゆうびんきょく bureau de poste
昨夜 ゆうべ hier soir
有名 ゆうめい célèbre
雪 ゆき neige
行く ゆく aller

ゆっくりと lentement
八日 ようか huit jours, huitième jour du mois
洋服 ようふく vêtements de style occidental

よく souvent, bien
横 よこ côté, largeur
四日 よっか quatre jours, quatrième jour du mois
四つ よっつ quatre
呼ぶ よぶ appeler, inviter
読む よむ lire
夜 よる soir, nuit
弱い よわい faible
来月 らいげつ mois prochain
来週 らいしゅう semaine prochaine
来年 らいねん l'année prochaine
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ラジオ radio
ラジカセ / ラジオ

カセット

radio-cassette

りっぱ magnifique
留学生 りゅうがくせい étudiant à l'étranger
両親 りょうしん parents
料理 りょうり cuisine
旅行 りょこう voyage
零 れい zéro
冷蔵庫 れいぞうこ réfrigérateur

レコード dosqie
レストラン restaurant

練習 れんしゅうする s’entraîner
廊下 ろうか couloir
六 ろく six

ワイシャツ chemise d'affaires
若い わかい jeune
分かる わかる comprendre
忘れる わすれる oublier
私 わたくし moi (poli)
私 わたし moi
渡す わたす remettre
渡る わたる traverser
悪い わるい mauvais

より、ほう comparaison

Les 650 mots de vocabulaire du JLPT n4
Kanji Hiragana Traduction

あ ah
ああ comme cela
あいさつ・する salutation

間 あいだ espace
合う あう correspondre

あかちゃん nourrisson
上る あがる augmenter
赤ん坊 あかんぼう bébé
空く あく ouvrir, vider

アクセサリー accessoire



- 35 -

Réviser son JLPT N4

あげる donner
浅い あさい peu profond, superficiel
味 あじ saveur

アジア Asie
明日 あす demain
遊び あそび jouer
集る あつまる recueillir
集める あつめる recueillir quelque chose

アナウンサー annonceur
アフリカ Afrique
アメリカ Amérique

謝る あやまる présenter des excuses
アルコール alcool
アルバイト emploi à temps partiel

安心 あんしん soulagement
安全 あんぜん sécurité

あんな tel
案内 あんない・する guider
以下 いか moins que
以外 いがい à l'exception de
医学 いがく la science médicale
生きる いきる vivre
意見 いけん avis
石 いし pierre

いじめる taquiner
以上 いじょう plus, tout cela 
急ぐ いそぐ se dépêcher
致す いたす (poli) faire

いただく (poli) recevoir
一度 いちど une fois
一生懸命 いっしょうけんめ

い
avec le plus grand effort

いっぱい plein
糸 いと fil
以内 いない dans
田舎 いなか campagne
祈る いのる prier

いらっしゃる (poli) être, venir, aller
植える うえる planter, cultiver

うかがう visiter
受付 うけつけ réception
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受ける うける prendre une leçon
動く うごく déplacer

うそ mensonge
うち dans

打つ うつ frapper
美しい うつくしい beau
写す うつす copier, photographier
移る うつる déménager, transfert
腕 うで bras

うまい délicieux
裏 うら verso
売り場 うりば marché

うれしい heureux
うん (informel) oui

運転 うんてん・する conduire
運転手 うんてんしゅ conducteur
運動 うんどう・する exercer

エスカレーター escalator
枝 えだ branche, brindille
選ぶ えらぶ choisir
遠慮 えんりょ・する réserver, immobiliser

おいでになる (respectueux) être
お祝い おいわい félicitation

オートバイ moto
おかげ en raison de
おかしい étrange, drôle

億 おく 100 millions
屋上 おくじょう toit
贈り物 おくりもの cadeau
送る おくる envoyer
遅れる おくれる être en retard
起す おこす se réveiller
行う おこなう faire
怒る おこる se mettre en colère
押し入れ おしいれ toilettes
お嬢さん おじょうさん demoiselle
お宅 おたく (poli) votre maison
落る おちる tomber, laisser tomber

おっしゃる (Respectueux) dire
夫 おっと mari

おつり équilibre
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音 おと son, note
落す おとす laisser tomber
踊り おどり danse
踊る おどる danser
驚く おどろく être surpris
お祭り おまつり festival
お見舞い おみまい malade, enquête
お土産 おみやげ souvenir
思い出す おもいだす retenir
思う おもう penser, sentir

おもちゃ jouet
表 おもて avant
親 おや parents
下りる おりる descendre
折る おる casser, plier
お礼 おれい gratitude
折れる おれる briser, être plié
終わり おわり fin, extrémité

カーテン rideau
海岸 かいがん côte
会議 かいぎ réunion
会議室 かいぎしつ salle de réunion
会場 かいじょう lieu de rencontre
会話 かいわ conversation
帰り かえり retour
変える かえる changer
科学 かがく science
鏡 かがみ miroir
掛ける かける accrocher
飾る かざる décorer
火事 かじ feu

ガス essence
ガソリン essence
ガソリンスタンド station d'essence

堅/硬/固い かたい dur
形 かたち façonner
片付ける かたづける faire le ménage
課長 かちょう chef de section
勝つ かつ gagner

かっこう apparence
家内 かない femme au foyer
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悲しい かなしい triste
必ず かならず certainement, nécessairement
お・金持ち お・かねもち homme riche
彼女 かのじょ elle, petite amie
壁 かべ mur

かまう à l'esprit
髪 かみ cheveux
噛む かむ mordre, mâcher
通う かよう faire la navette

ガラス panneau de verre
彼 かれ il, petit ami
彼ら かれら ils
乾く かわく sécher
代わり かわり substitut, suppléant
変わる かわる changer
考える かんがえる considérer
関係 かんけい relations
看護婦 かんごふ infirmière
簡単 かんたん simple
気 き esprit, humeur
機会 きかい occasion
危険 きけん danger
聞こえる きこえる être entendu
汽車 きしゃ train à vapeur
技術 ぎじゅつ art, technologie, compétences
季節 きせつ saison
規則 きそく règlements

きっと sûrement
絹 きぬ soie
厳しい きびしい strict
気分 きぶん humeur
決る きまる déterminer
君 きみ (Informel) vous
決める きめる décider
気持ち きもち sentiment, humeur
着物 きもの kimono
客 きゃく invité, client
急 きゅう urgence, raide
急行 きゅうこう rapide, express
教育 きょういく éducation
教会 きょうかい église
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競争 きょうそう concurrence
興味 きょうみ intérêt
近所 きんじょ quartier
具合 ぐあい condition, santé
空気 くうき air, atmosphère
空港 くうこう aéroport
草 くさ herbe

くださる (Respectueux) donner
首 くび cou
雲 くも nuage
比べる くらべる comparer

くれる donner
暮れる くれる faire sombre, parvenir à une fin
君 くん suffixe pour jeune homme
毛 け cheveux, fourrure
計画 けいかく・する planifier
経験 けいけん・する expérimenter
経済 けいざい finances, économie
警察 けいさつ police

ケーキ gâteau
けが・する blesser

景色 けしき scène, paysage
消しゴム けしゴム gomme
下宿 げしゅく hébergement
決して けっして jamais

けれど/けれども cependant
原因 げんいん cause, source

けんか・する se quereller
研究 けんきゅう recherche
研究室 けんきゅうしつ salle d'étude, laboratoire
見物 けんぶつ tourisme
子 こ enfant

こう ainsi
郊外 こうがい faubourgs
講義 こうぎ conférences
工業 こうぎょう industrie de la fabrication
高校 こうこう lycée
高校生 こうこうせい lycéen
工場 こうじょう usine
校長 こうちょう directeur
交通 こうつう trafic, transport
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講堂 こうどう salle
高等学校 こうとうがっこう lycée
公務員 こうむいん employé du gouvernement
国際 こくさい international
心 こころ coeur
御主人 ごしゅじん (Honorable) votre mari
故障 こしょう・する ventiler
ご存じ ごぞんじ savoir, connaissance
答 こたえ réponse

ごちそう fête
こと choses, questions

小鳥 ことり petit oiseau
このあいだ l'autre jour, récemment
このごろ ces jours-ci, de nos jours

細かい こまかい petite, fine
ごみ déchets

込む こむ être bondé
米 こめ riz non cuit

ごらんになる (Respectueux) voir
これから après cela

怖い こわい effrayant
壊す こわす briser
壊れる こわれる être rompu

コンサート concert
今度 こんど maintenant, la prochaine fois

コンピュータ/コン
ピューター

ordinateur

今夜 こんや ce soir
最近 さいきん de nos jours
最後 さいご dernier, à la fin
最初 さいしょ en commençant, d'une part
坂 さか pente, colline
探す さがす chercher
下る さがる descendre
盛ん さかん popularité, prospère
下げる さげる accrocher, baisser
差し上げる さしあげる (Poli) donner

さっき il y a quelque temps
寂しい さびしい solitaire
さ来月 さらいげつ le mois après le mois prochain
さ来週 さらいしゅう la semaine après la semaine suivante
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サラダ salade
騒ぐ さわぐ faire du bruit, être excité
触る さわる toucher
産業 さんぎょう industrie

サンダル sandale
サンドイッチ sandwich

残念 ざんねん déception
市 し ville
字 じ caractère
試合 しあい match, partie
仕方 しかた méthode

しかる particulier
試験 しけん examen
事故 じこ accident
地震 じしん tremblement de terre
時代 じだい ère
下着 したぎ sous-vêtements
支度 したく・する préparer

しっかり fermement, de façon constante
失敗 しっぱい échec, erreur
辞典 じてん dictionnaire
品物 しなもの biens

しばらく peu de temps
島 しま île
市民 しみん citoyen
事務所 じむしょ bureau
社会 しゃかい société, public
社長 しゃちょう président de société

じゃま entrave, intrusion
ジャム confiture

自由 じゆう liberté
習慣 しゅうかん moeurs
住所 じゅうしょ adresse
柔道 じゅうどう judo
十分 じゅうぶん assez
出席 しゅっせき・する assister à
出発 しゅっぱつ・する partir
趣味 しゅみ hobby
準備 じゅんび・する préparer
紹介 しょうかい introduction
小学校 しょうがっこう école primaire
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小説 しょうせつ roman
招待 しょうたい・する inviter
承知 しょうち・する consentir
将来 しょうらい futur, perspectives
食事 しょくじ・する avoir un repas
食料品 しょくりょうひん épicerie
女性 じょせい femme
知らせる しらせる notifier
調べる しらべる enquêter
人口 じんこう population
神社 じんじゃ temple shintoïste
親切 しんせつ gentillesse
心配 しんぱい・する se soucier
新聞社 しんぶんしゃ entreprise de presse
水泳 すいえい natation
水道 すいどう alimentation en eau

ずいぶん extrêmement
数学 すうがく mathématiques

スーツ costume
スーツケース valise

過ぎる すぎる dépasser
すく se vider
スクリーン écran

凄い すごい formidable
進む すすむ faire des progrès

すっかり complètement
すっと tout d'un coup
ステーキ steak

捨てる すてる jeter
ステレオ stéréo

砂 すな sable
すばらしい merveilleux

滑る すべる glisser
隅 すみ coin
済む すむ finir

すり pickpocket
すると puis

生活 せいかつ・する vivre
生産 せいさん・する produire
政治 せいじ politique, gouvernement
西洋 せいよう pays occidentaux
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世界 せかい monde
席 せき siège
説明 せつめい explication
背中 せなか arrière du corps

ぜひ sans faute
世話 せわ・する s'occuper
線 せん ligne

ぜんぜん pas tout à fait (phrase négative)
戦争 せんそう guerre
先輩 せんぱい supérieur

そう vraiment
相談 そうだん・する discuter
育てる そだてる à l'arrière
卒業 そつぎょう graduation
祖父 そふ grand-père

ソフト doux
祖母 そぼ grand-mère

それで en raison de
それに par ailleurs
それほど dans cette mesure
そろそろ progressivement, dès
そんな ce genre de
そんなに tant, comme cela

退院 たいいん・する quitter l'hôpital
大学生 だいがくせい étudiant à l'université
大事 だいじ important, précieux, grave
大体 だいたい généralement

たいてい habituellement
タイプ type, style

大分 だいぶ considérablement
台風 たいふう typhon
倒れる たおれる briser

だから si, par conséquent
確か たしか précis
足す たす ajouter, additionner
訪ねる たずねる visiter
尋ねる たずねる poser
正しい ただしい corriger
畳 たたみ tatami, natte de paille japonaise
立てる たてる se tenir
建てる たてる construire
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例えば たとえば par exemple
棚 たな étagères
楽しみ たのしみ joie
楽む たのしむ se faire plaisir

たまに de temps en temps
為 ため afin de

だめ pas bon
足りる たりる suffire
男性 だんせい masculin
暖房 だんぼう chauffage
血 ち sang

チェック・する vérifier
力 ちから force, puissance

ちっとも pas du tout (avec un verbe négatif)
ちゃん suffixe pour jeunes filles (familier)

注意 ちゅうい prudence
中学校 ちゅうがっこう collège
注射 ちゅうしゃ injection
駐車場 ちゅうしゃじょう parking
地理 ちり géographie
捕まえる つかまえる saisir

つき lune
付く つく joindre
漬ける つける tremper, décaper
都合 つごう circonstances, commodité
伝える つたえる signaler
続く つづく poursuivre
続ける つづける continuer
包む つつむ envelopper
妻 つま (Humble) femme

つもり intention
釣る つる pêcher
連れる つれる conduire
丁寧 ていねい poli

テキスト livre de texte
適当 てきとう pertinence

できるだけ autant que possible
手伝う てつだう aider

テニス tennis
手袋 てぶくろ gant
寺 てら temple
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点 てん point
店員 てんいん magasinier
天気予報 てんきよほう prévisions météorologiques
電灯 でんとう lumière électrique
電報 でんぽう télégramme
展覧会 てんらんかい exposition
都 と métropolitain
道具 どうぐ outil, moyens

とうとう enfin, après tout
動物園 どうぶつえん zoo
遠く とおく lointain
通る とおる passer par
特に とくに en particulier, surtout
特別 とくべつ spécial

とこや coiffeur
途中 とちゅう en route
特急 とっきゅう train « limited express» (plus rapide 

qu'un train express)
届ける とどける atteindre
泊まる とまる se loger 
止める とめる arrêter quelque chose
取り替える とりかえる échanger
泥棒 どろぼう voleur

どんどん de plus en plus
直す なおす réparer
直る なおる réparer
治る なおる guérir
中々 なかなか considérablement
泣く なく pleurer
無くなる なくなる disparaître, se perdre
亡くなる なくなる mourir
投げる なげる jeter, rejeter

なさる (Respectueux) faire
鳴る なる paraître

なるべく autant que possible
なるほど maintenant je comprends

慣れる なれる s'habituer à
におい odeur

苦い にがい amer
二階建て にかいだて à deux étages
逃げる にげる s'échapper
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日記 にっき journal
入院 にゅういん・する hospitaliser
入学 にゅうがく・する entrer à l'école ou à l'université
似る にる être semblables
人形 にんぎょう poupée, figurine
盗む ぬすむ voler
塗る ぬる peindre, vernir

ぬれる se mouiller
ねだん prix

熱 ねつ fièvre
ねっしん enthousiasme

寝坊 ねぼう dormeur
眠い ねむい somnolent
眠る ねむる dormir
残る のこる rester

のど gorge
乗り換える のりかえる changer de bus ou de train
乗り物 のりもの véhicule
葉 は feuille
場合 ばあい situation

パート à temps partiel
倍 ばい doubler
拝見 はいけん・する (Humble) regarder
歯医者 はいしゃ dentiste
運ぶ はこぶ transporter
始める はじめる commencer
場所 ばしょ emplacement

はず doit être suffisamment
恥ずかしい はずかしい embarrassé

パソコン ordinateur 
発音 はつおん prononciation

はっきり clairement
花見 はなみ contemplation des fleurs de cerisier 
林 はやし bois, forêt
払う はらう payer
番組 ばんぐみ émission
反対 はんたい opposition

ハンドバッグ sac à main
日 ひ jour, soleil
火 ひ feu

ピアノ piano
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冷える ひえる se refroidir
光 ひかり lumière
光る ひかる briller, scintiller
引き出し ひきだし tiroir 
引き出す ひきだす retirer

ひげ barbe
飛行場 ひこうじょう aéroport
久しぶり ひさしぶり salutation après une longue période
美術館 びじゅつかん galerie d'art
非常に ひじょうに extrêmement

びっくり・する être surpris
引っ越す ひっこす déménager
必要 ひつよう nécessaire

ひどい affreux
開く ひらく ouvrir un événement

ビル bâtiment, facture
昼間 ひるま pendant le jour
昼休み ひるやすみ pause de midi
拾う ひろう ramasser, rassembler

ファックス fax
増える ふえる augmenter
深い ふかい profond
複雑 ふくざつ complexité, complication
復習 ふくしゅう révision
部長 ぶちょう chef de section
普通 ふつう en général

ぶどう raisin
太る ふとる grossir
布団 ふとん literie japonaise, futon
舟 ふね navire
不便 ふべん dérangement
踏む ふむ à l'étape de
降り出す ふりだす commencer à pleuvoir

プレゼント présenter
文化 ぶんか culture
文学 ぶんがく littérature
文法 ぶんぽう grammaire
別 べつ différent

ベル cloche
変 へん étrange
返事 へんじ répondre
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貿易 ぼうえき commerce
放送 ほうそう・する diffuser
法律 ほうりつ loi
僕 ぼく je (utilisé par les hommes)
星 ほし étoile

ほど ampleur
ほとんど principalement
ほめる louer

翻訳 ほんやく traduction
参る まいる (Humble) aller, venir
負ける まける perdre

まじめ grave
まず tout d'abord
または ou, autrement

間違える まちがえる faire une erreur
間に合う まにあう être à temps pour
周り まわり alentours
回る まわる pour tout le monde
漫画 まんが comique
真中 まんなか milieu
見える みえる être en vue
湖 みずうみ lac
味噌 みそ pâte de haricots, miso
見つかる みつかる découvrir
見つける みつける découvrir
皆 みな tout le monde
港 みなと port
向かう むかう faire face à
迎える むかえる aller à la rencontre
昔 むかし autrefois, ancien
虫 むし insecte
息子 むすこ (Humble) fils
娘 むすめ (Humble) fille
無理 むり impossible
召し上がる めしあがる (Poli) manger
珍しい めずらしい rare
申し上げる もうしあげる (Humble) dire, raconter
申す もうす (Humble) être appelé, dire

もうすぐ bientôt
もし si
もちろん bien sûr
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もっとも extrêmement
戻る もどる faire demi-tour
木綿 もめん coton

もらう recevoir
森 もり forêt
焼く やく faire cuire, griller
約束 やくそく promesse
役に立つ やくにたつ être utile
焼ける やける brûler, rôtir
優しい やさしい genre
痩せる やせる devenir mince

やっと enfin
やはり/やっぱり comme je le pensais, absolument

止む やむ arrêter
止める やめる abandonner
柔らかい やわらかい doux
湯 ゆ eau chaude
輸出 ゆしゅつ・する exportation
輸入 ゆにゅう・する importer
指 ゆび doigt
指輪 ゆびわ bague
夢 ゆめ rêve
揺れる ゆれる trembler, se balancer
用 よう utiliser
用意 ようい préparation
用事 ようじ choses à faire
汚れる よごれる se salir
予習 よしゅう préparation d'une leçon
予定 よてい arrangement
予約 よやく réservation
寄る よる visiter
喜ぶ よろこぶ se réjouir

よろしい (Respectueux) d’accord
理由 りゆう raison
利用 りよう utilisation
両方 りょうほう les deux côtés
旅館 りょかん hôtel japonais
留守 るす absence
冷房 れいぼう climatisation
歴史 れきし histoire

レジ enregistrer
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レポート/リポート signaler
連絡 れんらく contacter

ワープロ traitement de texte
沸かす わかす à ébullition
別れる わかれる séparer
沸く わく bouillir, s'exciter
訳 わけ sens, raison
忘れ物 わすれもの objet perdu
笑う わらう rire, sourire
割合 わりあい taux, ratio, pourcentage
割れる われる briser
泳ぎ方 およぎかた façon de nager
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Les formes grammaticales à connaître
Voici les formes grammaticales à connaître :

Formes grammaticales du JLPT n5
です• 

も• 

で• 

に/へ• 

に• 

を• 

～ませんか• 

は• 

～があります• 

～がいます• 

と• 

～ましょう• 

～ましょうか• 

～てください• 

～てもいいです• 

～てはいけません• 

～から• 

～ている• 

～にいく• 

ないでください• 

～のがすきです• 

～のがじょうずです• 

～のがへたです• 
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まだ～ていません• 

～のほうが～より• 

～のなかで～がいちばん～• 

つもりです• 

～く/ ～になる• 

～たいです• 

～たり …～たりする• 

～たことがある• 

や• 

～んです• 

～すぎる• 

～ほうがいい• 

ので• 

～なくちゃいけない• 

でしょう• 

～まえに• 

～てから• 

Formes grammaticales du JLPT n4
～し• 

そうです• 

てみる• 

なら• 

(période) に (fréquence)• 

～がほしい• 

～たがる• 

～かもしれない• 

～たらどうですか• 

nombre + も• 
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しか～ない• 

～ておく• 

～よう• 

～おう• 

～てあげる• 

～てくれる• 

～てもらう• 

～ていただけませんか• 

～といいです• 

～てすみません• 

～そうです• 

～させる• 

～なさい• 

～ば/～れば• 

～ても• 

～たら• 

～なくてもいい• 

～みたい• 

～てしまう• 

forme du dictionnaire + と• 

～ながら• 

～ばよかった• 

～てくれてありがとう• 

～てよかった• 

～はずです• 

～ないで• 

～かどうか• 

～という～• 

～やすい• 

～にくい• 
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～られる• 

～てある• 

～ているあいだに,～• 

～く/ ～にする• 

～のようてほしい• 

のに• 

～のような• 

～のように• 

～させられる• 

～ことにする• 
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informations

Présentation de l’auteur 

Amoureux du Japon depuis son adolescence, Gael s’intéresse à la langue japonaise (dont 

il est diplômé) ainsi qu’à la culture japonaise au sens large. Il a effectué plusieurs voyages 

au Japon depuis 2003. Le site Kanpai dont il est responsable depuis son ouverture en mars 

2000 traite de tous les sujets liés au Japon. Kanpai.fr et sa version en anglais, Kanpai-Japan.

com, accueillent près de deux millions de visiteurs chaque année. 

remerciements

L’auteur tient à remercier tous les lecteurs de Kanpai qui sont de plus en plus nombreux 

chaque jour et encouragent la démarche du site, et en particulier tout ceux qui ont acheté 

ce livre numérique et contribuent à le faire connaître.

informations légales

Toute reproduction, copie ou diffusion de tout ou partie de cet ouvrage sans en informer 

l’auteur est interdite et passible de poursuites. Un commentaire, une remarque, une 

question ? Contactez-moi par e-mail à webmaster@kanpai.fr

Mises à jour
26/10/2012 : publication de l’e-book sur le site Kanpai.fr•	

http://www.kanpai.fr
http://www.Kanpai-Japan.com
http://www.Kanpai-Japan.com

