
Forward: 
 
This database has been complied by Shigeto Kawahara based on projects that I have 
conducted with Masako Hirotani and Takahito Shinya. The first two moras of the 
following words contain only sonorants so as to allow us to see initial rise. The placement 
of accents has been judged by Shigeto Kawahara, a native speaker of Tokyo Japanese, 
but please do check with your speakers before recording. And please report if you find 
obvious mistakes. The accents of shaded words could be variable. We do not take 
responsibility for any differences between the annotated pronunciations and your 
speakers’ pronunciation. If you use this list in published work, please acknowledge. 
You’re always welcome to contribute to this database by reporting more words. Enjoy! 
 

あ 
Unaccented 
あね（姉）、あり（蟻）、あめ（飴）、あらい（荒井）、あられ、あねご（姉

御）、あねき（姉貴）、あまみ、あまえ、アメリカ、アネモネ、あねさん（姉さ

ん）、あいかぎ（合鍵）、あまざけ（甘酒）、アリババ、あまいも（甘いも）、

ありくい、あらそい、あながち、あめんぼ、あやまち（過ち）、あらかじめ、あ

われみ、あらかせぎ（荒稼ぎ）、あらくれもの、 
 
Accented 
あるき’、あめ’や（飴屋）、あま’もり（雨漏り）、あま’みず（雨水）、あ’に
（兄）、あね’むこ（姉婿）、あいあ’いがさ、あお’もり（青森）、あま’ぐり

（甘栗）、アマ’リア、あみ’もの（編み物）、あれ’これ、あやと’り、あ’ゆ、あ’
まぎ（天城）、あな’た、あま’い、あま’くさ、あまね’く、あ’まのはしだて、あ

みだ’くじ、あや’うい、あや’まり（誤り）、あ’らし（嵐）、あらしが’おか（嵐

が丘）、あら’ため、あ’りま（有馬）、あ’るじ、あ’わび、あ’わ（粟）、あわ’
（泡）、あえ’もの（和え物）、あ’いばな（藍花）、あま’もり、あに’よめ（兄

嫁）、あお’むし（青虫）、あまの’じゃく、 
 
 

い 
Unaccented 
いろり、いなか、いわな、今村、今岡、磐田、祝い、芋煮、いなわしろ湖、犬神、

井上、イノブタ、猪熊、いのり、今川焼き、いましめ、いるか、祝い、鰯、いみ

しん、いらない、いわはだ、 
 
Accented 
いまい’ずみ（今泉）、いりおもてや’まねこ、いわ’（岩）、い’ま（今）、いも’
や（芋屋）、いわ’いうた、いも’むし（芋虫）、いな’がき（稲垣）、いぬ’、い’



のち、いわ’さき（岩崎）、いわし’みず（岩清水）、いわ’ゆる、イラ’イザ、い’
のき、いり’豆、いま’（居間）、いま’にし（今西）、いわ’くに、 
 
 

う 
Unaccented 
海鳴り、海辺、ウミネコ、うなじ、うらない、うるおい、浦和、梅、梅田、梅酒、

馬屋、うなぎ、うなり、うまれ、うやまい、うるし、うまれる、うむ、うなずく、

うわさ、うみうし、うめぼし、 
 
Accented 
う’み（海）、うみ’かぜ（海風）、うら’にし（浦西）、ウル’ムチ、うや’まう、

うら’まつ（浦松）、うら’しま（浦島）、うらやまし’い、うれし’い、うみ’どり

（海鳥）、うめ’まち（梅町）、うねり’、うめき’、うろこ’、うれ’い、うらめし’
い、 
 
 

え 
Unaccented 
エミネム、エムボマ、江ノ島、 
 
Accented 
エメラ’ルド、えら’、えり’（襟）、襟な’おし、えり’まき（襟巻き）、エリマキ

ト’カゲ、えの’もと(榎本)、 
 

お 
Unaccented 
思い出、オランダ、おまもり、おまちかね、重し、思い出、重り、お土産、お見

合い、おなじ、おなら、おにまる、おのれ、おもかげ、おもわく、およそ、おり

こう、おあいて、 
 
Accented 
オレ’ンジ、オルゴー’ル、おま’わり、おま’わりさん、おの’みち（尾道）、おに’
ゆり（鬼百合）、おな’じく、おにが’わら、おに’ぎり、おも’い（重い）、おも’
い（思い）、おに’、おも’や（母屋）、おみ’くじ、 
 
 

な 
Unaccented 



七尾、名無し、ナナハン、習い事、奈良漬、習志野、ならずもの、ならわし、な

らく、馴れ合い、ナレーター、ナレーション、なにわ、なにわぶし、悩み事、縄

網、苗代、縄抜け、生ごみ処理場、生ごみ、生うた、名前、なまくら、生乾き、

怠け者、なまこ、生殺し、なまず、なます、なまやけ、鉛色、鉛、なめこ、七日、

生身、なまいき、なよたけ、奈落、ありあがり、なりあがりもの、なよみ、成金、

なわぬけ 
 
Accented 
な’ら（奈良）、なら’まつ（奈良松）、ナルシ’スト、な’や（納屋）、なまは’る
まき（生春巻き）、なま’もの（生もの）、ナロ’ーバンド、ナメク’ジ、なや’む、

なが’もと（長本）、なが’さき（長崎）、なのかま’え（七日前）、なみ’、、な

よたけもの’がたり（なよ竹物語）、なわと’び、なにくわ’ぬかお、なお’みち

（直道）、なま’むぎ（生麦）、なお’すけ（直助）、な’お（奈緒）、な'おこ

（直子）、なお’ひろ（直之）、ななまがりしょ’（七曲署）、なみの’り（波乗

り）、 
 
 

に 
Unaccented 
担い手、になわ（荷縄）、にら、二の足、二の腕、二の舞、庭、にわとり、庭先、

庭石、煮豆、荷物役、煮物、 
 
Accented 
に’もつ（荷物）、にらま’んじゅう、にの’みや（二ノ宮）、ニラ’売り、に’わ
（二羽）、にわ’し（庭師）、にしマ’ノア（西マノア）、にわか’雨、にらみ’、
にら’さき（韮崎）、にまいめ’（二枚目）、 
 
 

ぬ 
Unaccented 
塗り絵、塗り壁、布地、沼田、沼地、ぬめり、ぬめがわ、 
 
Accented 
ぬのきれ’（布切れ）、ぬま’ぶち（沼淵）、ぬるま’湯、ぬる’い、 
 
 

ね 
Unaccented 
狙い撃ち、ねまき、ねりま、ねむり、ねらい、 
 



Accented 
ねり’もの、ネ’ロ、ね’もと（根元（固有名詞））、ねもと’（根元）、ね’むの木、

ねり’うめ、 
 
 

の 
Unaccented 
野良犬、野良猫、のらくら者、ノラクロ、のれんわけ、のろい、のろま、ののし

り、のり玉、のろし、 
 
Accented 
のろい’うた（呪いうた）、ノ’ンノ、のり’まき（海苔巻き）、のみ’や（飲み

屋）、のろ’すけ、の’りこ、のの’むら（野々村）、のりあ’いぶね（乗合船）、

の’びやかな、の’ろのろ、 
 

ま 
Unaccented 
継母、継兄、魔物、まむし、豆板、豆科、まめがゆ、豆味噌、まめうりやく、磨

耗、マラカス、マラソン、マラリヤ、回し者、回しのみ、真綿、まなざし、まな

つ、まなでし、まなび、まね、マネージャー、マネキン、真似事、まのあたり、

まのび、まやかし者、まやく、まよけ、毬藻（まりも）、マリワナ、マヨネーズ

和え、丸美屋、真夏、まやかし、まれ、まわし、まぬけ、まわり、まおり、 
 
Accented 
まめ’（豆）、まめ’もち、マネ’ージメント、マヨネ’ーズ、マ’ルコ、真’理子、ま

み’なみ、まよ’なか（真夜中）、ま’さこ、ま’みこ、ま’みや（間宮）、まねきね’
こ、ま'や（摩耶）、ま’ゆ（繭）、まろ’やか、まい’わし、まねき’（招き）、ま

む’かい（真向かい）、まもり’、まよ’い、 
 
 

み 
Unaccented 
見舞い、見舞い状、見舞い者、見間違い、見真似、見回り、耳垢、耳あて、耳打

ち、ミミズ、蚯蚓腫れ、耳栓、みみたぶ、耳鳴り、みもと、身元保証人、みりん、

魅了、魅力的、ミルク色、魅惑、南、みなも、皆川、港、水俣病、南回帰線、源、

見習い、ミニチュア、ミネソタ、みね打ち、民謡、未納、身の上、身の上相談所、

見逃し、身代金、みのほど、実り、宮川、都、宮古島、宮、美奈代、みやぶる、

港、宮元、みわく、 
 
Accented 



みみ’、みなとみ’らい、みな’のもの、ミノ’ルタ、ミノ’ムシ、みなみう’めだ（南

梅田）、美’奈子、ミ’ルク、み’むら（三村）、みま’さか（美作）、みや’ざき

（宮崎）、み’やべ（宮部）、みみた’ぶ、み'の（蓑）、身も’だえ、 
 
 

む 
Unaccented 
無名、無毛症、村人、村岡、むらまさ、村上、無理押し、無理強い、むりやり、

無類、無料、胸板、胸糞、胸ぐら、胸毛、胸元、胸当て、無念、無能、夢遊病、

無用、村あらしもの、紫の上、村岡、村山、 
 
Accented 
む'らき（村木）、むらま’つり、むらお’こし、むろ’まち（室町）、むろ’らん

（室蘭）、むなま’わり（胸回り）、むら’さき、む’みむしゅう（無味無臭）、む

な’かた（宗像）、むら’すぎ（村杉）、むら’むら（村々）、むね’のり（宗則）、 
 
 

め 
Unaccented 
メモ帳、メモ書き、メモリ、メラトニン、メレンゲ、目安、 
 
Accented 
メ’ラニン、メラニンし’きそ（メラニン色素）、めもと’(目元)、目やに’、 
 
 

も 
Unaccented 
揉め事、木綿、桃色、もも、桃染め、百恵ちゃん、桃山、もらいなき、もらい物、

諸刃、もろもろ、モナリザ、物入り、物陰、物聞き、ものぐさ、物乞い、ものご

し、もののけ、模様替え、模様、催し物、 寄、もやもや、もぐら、森、森下、

森尾、物語本、もやし和え、紅葉狩り、森嶋、もろこし、もののふ、もろとも、 
 
Accented 
ももみ’るく、もも’んが、もの’、もの’おき（物置）、ものが’たり（物語）、も

ののけ’姫、ものわ’すれ、ものわ’かり、ものも’らい、ものあ’つめ、もやしい’た
め、モラリ’スト、も’りた（森田）、も’みじ、もも’たろう、もり’おか（盛岡）、

もりた’け（森田家）、もり’もと（森本）、も’み（籾）、モ’ネ、もめ’んおり

（木綿織）、もやし’、もり’むら（森村）、 
 



や 
Unaccented 
山間、山あり、山犬、山芋、山岡、山陰、山火事、山城、やますそ、山せみ、山

田、山積み、山の手、山の手線、大和煮、山鳴り、山猫、山鳩、やまねこ、やま

ぶきいろ、やまもり（山盛り）、やまめ、やもめ、山本、山本山、やまもも、山

焼き、柳川、山小屋、やなぎば、柳川焼き、やなぎ色、柳田村、やらせ、やりか

け、やりにげ、槍玉、やり手、やり場、やりすぎ、やよい、やわはだ、やわら、

八百屋、 
 
Accented 
や’まい（病）、やま’かぜ（山風）、やま’がた（山形）、やま’みや（山宮）、

や’まと（大和）、やま’なか（山中）、やま’がた（山形）、やま’ぶき、やなが

わな’べ（柳川鍋）、やわ’らか、やま’なし（山梨）、やま’ざき（山崎）、やま’
でら（山寺）、やまの’うえ（山の上）、や'がみ（八神）、やめ’る（病める）、

やみ’いち（闇市）、やま’うら（山浦）、やま’ざと（山里）、やま’もり（山

守）、やり’(槍)、 
 
 

ゆ 
Unaccented 
油膜、弓形、湯むき、湯元、輸入、輸入品、輸入申告所、湯のみ、由来、揺らぎ、

揺らめき、 
 
Accented 
ゆみ’（弓）、ゆ’み（由美）、ユ’ネシス、ゆあ’がり、ゆめ’（夢）、ゆめま’くら

（夢枕）、ゆうえ’んち（遊園地）、夢ものが’たり、ユネ’スコ、ゆるみ’、 
 
 

よ 
Unaccented 
余命、嫁入り、嫁、嫁入り時、よもぎ、夜中、よなぐにじま（与那国島）、米沢、

余熱、四年、余念、米山、よりあい、よりきり、よろい、喜び、よろず、よろめ

き、よやく、よゆう、よよぎ、弱腰、よわき、米子（よねご）、夜釣り、夜泣き、

齢（よわい）、 
 
Accented 
よね’なが（米永）、よ'んれい（四例）、よね’くら（米倉）、よ'ねだ（米田）、

よま’わり（夜回り）、よな’おし（世直し）、よね’むら（米村）、よろ’い戸、 
 



ら 
Unaccented 
ラマーズ法、羅列、ラメ、 
 
Accented 
ラリパ’ッパ、 
 

り 
Unaccented 
リモコン、離任、履歴、理論化、利用、理容、理由、 
 
Accented 
りにょ’うざい（利尿剤）、り’ろん（理論）、りよ’うしつ（理容室）、 
 
 

る 
Unaccented 
ルナシー、 
 
Accented 
ル’ミネ 
 
 

れ 
Unaccented 
 
Accented 
レオナ’ルド、 
 
 

ろ 
Unaccented 
呂律、露訳、 
 
Accented 
ロリポ’ップ、ロ’マノフ、 
 
 



わ 
Unaccented 
輪投げ、わななき、和訳、わもの、笑いもの、笑い事、笑い顔、割れ物、割れ目、

わらい、わらじ、わらべ、わななき、わにがわ、 
 
Accented 
わかま’まはは、わ’に、わ’らわ、わ'な、罠は’ずし、わ’らび、 


