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ナポレオン三世 なぽれおんさんせい Napo-

生理学 せいりがく physiology
生態 せいたい ecology; mode of life
原生動物 げんせいどうぶつ protozoan
幼生 ようせい larva
抗生物質 こうせいぶっしつ antibiotic
殺生 せっしょう destruction of life; cruelty
畜生 ちくしょう beast; Damn it!
写生する しゃせいする sketch [draw] from

leon III
 used phonetically for se
世帯 せたい household, home

︻
白
甘 KUN
丘 【よ 世】
世  WORLD, society, public
生  this WORLD, life, existence
出 a 世の中 よのなか the world, society, life
由 b この世 このよ this world, present life
あの世 あのよ the other world, world of the
包
dead
圭
臼 HOMOPHONES
立 よ 代 ATTACH ⇒0019
主
▶LIFE
▶BE BORN
︼

生

セイ ショウ い(きる) い(かす)

4-5-2

う(む) お(う) は(える) は(やす) き
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nature; portray

 livelihood, living
 health, welfare
a

ety]

b

▶STUDENT

なま なま- -う

㊔ いく うぶ

ぶ おい み いき ふ
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tion

お い

生存する せいぞんする exist, live, survive
生別 せいべつ separation, parting
寄生 きせい parasitism
蘇生 そせい revival, resuscitation
野生の やせいの wild, feral

H1675
U751F

 BE BORN
 bear, give birth to
a

 (act of being alive) LIFE, existence
 (interval between birth and death) LIFEtime,
life

生命 せいめい life
生保(=生命保険)
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生家 せいか house where one was born
生年月日 せいねんがっぴ date of birth
誕生する たんじょうする be born, come into
the world

更生する こうせいする be born again, start

せいほ(=せいめいほけん) life

one’s life all over; recycle

insurance
生死 せいし life and death
生涯 しょうがい life, lifetime, career; for life
人生 じんせい human life, life
b 生前 せいぜん during one’s lifetime
一生 いっしょう a lifetime
終生 しゅうせい all one’s life
余生 よせい one’s remaining years
平生は へいぜいは in ordinary days
 (living organisms) LIFE, living things
生物 せいぶつ living thing, life, organism

2933

tion of health

 (be alive) live, exist

COMPOUNDS

a

生業 せいぎょう occupation, calling
衛生 えいせい hygiene, sanitation, preserva厚生 こうせい public welfare, health promo-

い(ける) う(まれる) う(まれ) うまれ
▼

生計 せいけい livelihood, living
生活 せいかつ life, existence; livelihood
生協 せいきょう cooperative association [soci-

再生 さいせい reclamation; regeneration,
resuscitation; playback

双生児 そうせいじ twins
往生する おうじょうする pass away; be at a
loss

b

生母 せいぼ one’s (biological) mother
生殖 せいしょく reproduction, procreation,
generation

卵生の らんせいの oviparous
 (bring into existence) produce, give rise to

生産 せいさん production
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生成する せいせいする create, generate; be

created
 raw, uncooked, crude
生乳 せいにゅう raw milk
生薬 しょうやく crude drug
生石灰 せいせっかい quicklime, unslaked lime
 [original meaning] (of plants) grow
生育する せいいくする grow, vegetate
生長 せいちょう (physical) growth
自生する じせいする grow wild [naturally]
群生する ぐんせいする grow gregariously [in
crowds]
晩生植物 ばんせいしょくぶつ slow grower
 occur, happen
発生する はっせいする occur, happen; grow,
breed
 [also suffix] STUDENT, pupil; scholar
生徒 せいと pupil, student
学生 がくせい student
高校生 こうこうせい high school student
同級生 どうきゅうせい classmate
門下生 もんかせい disciple, pupil
教生 きょうせい student teacher
先生 せんせい teacher; doctor

【いける 生ける】arrange (flowers)
生け花 いけばな flower arrangement
【うまれる 生まれる】(of persons) (come into

being) BE BORN, come into existence
生まれ付き うまれつき one’s nature; by
nature
生まれて初めて うまれてはじめて for the
first time in one’s life

生まれ乍×らの詩人 うまれながらのしじん
born poet

彼はアメリカで生まれた かれはあめりかで
うまれた He was born in America

【うまれ 生まれ, 生】[also suffix] birth; origin,
lineage

create, cause; grow

昭和三十二年三月五日生 しょうわさんじゅ

変化が生じた へんかがしょうじた Change

うにねんさんがついつかうまれ born on

took place

March 5, 1957

根を生じる ねをしょうじる put forth roots,

どちらのお生まれですか どちらのおうまれ

take root

ですか Where do you come from?

生まれの良い うまれのよい wellborn, of

KUN

【いきる 生きる】
 (be alive) live, exist
 (make a living) live (on), subsist
a

生き いき freshness; stet
生き物 いきもの living creature
生き方 いきかた way of life, lifestyle
生き甲斐が有る いきがいがある worthwhile

noble birth

ドイツ生まれのユダヤ人 どいつうまれのゆ
だやじん German Jew

【うむ 生む】

 have children

生み うみ production, bringing into the world
彼女は子供を五人生んだ かのじょはこども
をごにんうんだ She has five children

living

 produce, bring forth, give rise to, yield
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︻
白
甘
ぱんのみにていくるにあらず Man does not
live by bread alone
丘
 be enlivened
世
生き生きと いきいきと lively, vividly
生
その一語で文章が生きる そのいちごでぶん
出
しょうがいきる That single word gives life
由
to the style
包
【いかす 生かす】
圭
 let live, keep alive
 revive; stet
臼
a あいつは生かして置けない あいつはいか
立
しておけない I can’t let him live
主
b 死者を生かす ししゃをいかす revive the dead
︼
b

INDEPENDENT

【せい 生】LIFE, living; [humble] I
生を享ける せいをうける be born, live
【しょうじる(=しょうずる) 生じる(=生ず
る)】happen, arise, be produced; produce,

生ける屍 いけるしかばね living corpse
生き字引き いきじびき walking dictionary
長生き ながいき long life, longevity
人はパンのみにて生くるに非ず ひとは
×
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生み出す うみだす bring forth, produce, yield
【おう 生う】[in compounds] grow
︻
生い茂る おいしげる grow luxuriantly [thickly]
白
生い立ち おいたち one’s upbringing, one’s

 [also prefix] imperfect, half-, slight, little

生温い なまぬるい lukewarm; halfway; halfhearted

生易しい なまやさしい simple, easy

甘
childhood
丘 【はえる 生える】grow, spring up; grow (hair
世 or wings), cut (a tooth)
生え抜きの はえぬきの native-born, trueborn
生
生え際 はえぎわ borders of the hair, (receding)
出
hairline
由
芽生える めばえる bud, sprout; begin
包
【はやす 生やす】grow (a beard), cultivate
圭
鬚×を生やしている ひげをはやしている
臼
have [wear] a beard
立 【き 生】[also prefix]
主  pure, genuine
︼  raw
a

SPECIAL READINGS

芝生 しばふ lawn, turf
生憎 あいにく unfortunately, unluckily; I am
▲

sorry, but…

HOMOPHONES
いきる
いかす
いける

活 FLOOD ⇒Ⓚ446
活 FLOOD ⇒Ⓚ446

活 FLOOD ⇒Ⓚ446
埋 ⇒Ⓚ470
うまれる 産 CUT OUT ⇒2813
うむ 産 CUT OUT ⇒2813
うみ 産 CUT OUT ⇒2813

出

生で飲む きでのむ drink (whisky) straight
生粋の きっすいの trueborn, pure, genuine
生地 きじ one’s true color [character]; (plain)
cloth, texture; unglazed pottery

2934

生醬油 きじょうゆ pure soy, raw soy
生一本な きいっぽんな straightforward, hon-

4-5-2

est

生娘 きむすめ virgin, innocent girl
生糸 きいと raw silk (thread)
生蠟 きろう crude Japan wax
生紙 きがみ unsized paper
【なま 生】raw, uncooked, green, fresh, live;

▶GO OUT

▶PUT OUT

シュツ スイ で(る) -で だ(す) -だ(す)

㊔ いで

いず いずる

凵 Jōyō-1
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H0829
U51FA

b

COMPOUNDS

 [original meaning] (of persons) GO OUT, come
out; depart, leave
 cause to GO OUT (on a military expedition), dispatch (troops)
 (of things) come out, issue, flow out

impudence, cheek

生で食べる なまでたべる eat raw [fresh]
生生しい なまなましい green, fresh, vivid
生の情報 なまのじょうほう firsthand informa-

a

tion

生意気な なまいきな impudent, audacious,
conceited, affected

現生 げんなま real money
【なま- 生-】

business

出動する しゅつどうする take the field, be
dispatched, turn out

 raw, uncooked, green, fresh; crude
 [also prefix] live
a
b

生物 なまもの uncooked food; perishables
生水 なまみず unboiled water
生身 なまみ living body; raw meat [fish]
生演奏 なまえんそう live performance

2934
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出国する しゅっこくする go out of a country
出発 しゅっぱつ departure, starting
出港する しゅっこうする leave port, set sail
出張する しゅっちょうする travel on official

b
c

脱出する だっしゅつする escape, extricate
外出する がいしゅつする go out
出兵する しゅっぺいする dispatch troops
派出所 はしゅつじょ branch office; police box
出血する しゅっけつする bleed; hemorrhage
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