
 2021/10/1

『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜かつどう＞

ごいインデックス　Glossario （掲載順　Ordem de listagem）

か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

あに あ￢に meu irmão mais velho
あね あね￣ minha irmã mais velha 
アメリカ アメリカ￣ Estados Unidos

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa/Sr. Ishikawa

イタリア イタリア￣ Itália
イタリアご イタリアご￣ língua italiana

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichiroo/Sr. Ichiroo

いもうと いもうと￢ minha irmã mais nova
いもうとさん いもうとさん￣ irmã mais nova (dos outros)
うち うち￣ casa, lar ス

えいご えいご￣ inglês
おかあさん おか￢あさん mãe (dos outros)
おくさん お￢くさん esposa (dos outros)
おじ おじ￣ meu tio
おじいさん おじ￢いさん avô (dos outros)
おじさん おじさん￣ tio (dos outros)
おっと おっと￣ marido, meu marido
おとうさん おと￢うさん pai (dos outros)
おとうと おとうと￢ meu irmão mais novo
おとうとさん おとうとさん￣ irmão mais novo (dos outros)
おにいさん おに￢いさん irmão mais velho (dos outros)
おねえさん おね￢えさん irmã mais velha (dos outros) 
おば おば￣ minha tia
おばあさん おば￢あさん avó (dos outros)
おばさん おばさん￣ tia (dos outros)
オペラ オ￢ペラ ópera
かいしゃ かいしゃ￣ firma, empresa
がくせい がくせい￣ estudante
かぞく か￢ぞく família
かんこく 韓国 か￢んこく Coreia do Sul
かんこくご かんこくご￣ língua coreana
かんこくじん かんこく￢じん sul-coreano (pessoa)
きょうだい きょ￢うだい irmãos
くるま くるま￣ carro
ご／～ご ～ご￣ língua....
ごしゅじん ごしゅ￢じん marido (dos outros)
さん／～さん ――― senhor, senhora....
しごと しごと￣ trabalho, profissão
します 【～する3】 しま￢す fazer
しゅふ しゅ￢ふ dona de casa
しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ apresentar alguém ス

じん／～じん ～じん ～￢じん pessoa de origem....
しんせき しんせき￣ parentes
すこし すこ￢し um pouco
すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki/Sra. Suzuki
すみます 【すむ1】 すみま￢す morar
そふ そ￢ふ meu avô
そぼ そ￢ぼ minha avó
ちち ち￢ち、ちち￢ meu pai
ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく China
ちゅうごくご ちゅうごくご￣ língua chinesa
つま つ￢ま minha esposa
できます 【できる2】 てつだいま￢す conseguir
とうきょう 東京 とうきょう￣ Tóquio

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura/Sra. Nakamura

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japão

MARUGOTO Língua e Cultura Japonesa
- Básico 1 A2 - KATSUDO

か ： ことばを はじめて 見る か　　　　ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ　　　　かんじ ： （　　　）＝この 本では かな書き　　　ス ： スクリプトだけの ことば
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か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

にほんご 日本語 にほんご￣ língua japonesa
にほんじん 日本人 にほんじ￢ん japonês
にん／～にん (～人) ――― contagem de pessoas. ...pessoas
はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す trabalhar
はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す conversar
はは は￢は minha mãe
びょういん びょういん￣ hospital
ふうん ――― ah é?!
ふたり （二人） ふたり￢ duas pessoas ス

ブラジル ブラジル￣ Brasil
へえ ――― ah é?!
べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ estudo (estudar)
ホテル ホ￢テル hotel
ポルトガル ポルトガル￣ Portugal
ポルトガルご ポルトガルご￣ língua portuguesa
まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Mao/Sra. Mao
まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari/Sra. Mari
むすこ むすこ￣ meu filho
むすこさん むすこさん￣ filho (dos outros)
むすめ むすめ￢ minha filha
むすめさん むすめさん￣ filha (dos outros)
りょうしん りょ￢うしん meus pais
わあ ――― Uau!
わたし わたし￣ eu
わたしたち わたし￢たち nós

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

bijuteria

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す colecionar
あみもの あみ￢もの tricô (trabalho de)
いご い￢ご jogo de go  (xadrez japonês)
え え￢ pintura, quadro, desenho
えいが えいが￣、え￢いが filme
えんげき えんげき￣ teatro
おかし（かし） おか￢し doces, salgadinhos
おんがく お￢んがく música
ガーデニング ガーデニング￣ jardinagem
がいこくご がいこくご￣ língua estrangeira
かきます 【かく1】 かきま￢す desenhar
かっこいい かっこい￢い bacana, chique
カラオケ カラオケ￣ caraoquê
カレー カレー￣ curry
かわいい かわい￢い bonitinho, fofo
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ouvir
きって きって￣ selo

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

música clássica 

コイン コ￢イン moeda
こと こと￢ coisa
こども こども￣ criança, filho
サイクリング サ￢イクリング ciclismo
サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー (jogar) futebol
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satoo/Sra. Satoo
さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ passeio (passear)
しあい しあい￣ jogo
じこしょうかい じこしょ￢うかい apresentação pessoal
しゃしん しゃしん￣ foto
しゅみ しゅ￢み passatempo, hobby
しょうぎ しょうぎ￣ shogi , xadrez japonês

じょうば じょうば￣ equitação 

すいえい すいえい￣ natação
すき（な） すき￢ gostar
そう そ￢う é, isso
たこあげ たこ￢あげ empinar pipa
たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka/Sr. Tanaka
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か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

チーム チ￢ーム time ス

チェス チェ￢ス xadrez
チキンカレー チキンカ￢レー curry  de frango
ちょう～ 超～ ちょ￢う～ super, ultra
つくります 【つくる1】 つくりま￢す fazer, criar, elaborar
とき (時） とき￢ época, quando…
とくい（な） とく￢い especialidade, forte
どくしょ （読書） ど￢くしょ leitura
とくに と￢くに principalmente
ともだち ともだち￣ amigo
ドライブ ドラ￢イブ passeio de carro
とります 【とる1】 とりま￢す tirar (foto)
どんな ど￢んな que...., qual...., que tipo de....
なに／なん な￢に／な￢ん o que
なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す ficar, tornar, transformar
にんぎょう にんぎょう￣ boneca
のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda/Sr. Noda
はじめまして はじめま￢す Prazer em conhecer.
バッハ バ￢ッハ Bach
バルセロナ バルセ￢ロナ Barcelona ス

ハロー ハ￢ロー Olá
ひま（な） ひま￣ tempo livre, momentos de folga
フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ bolo de frutas
みます 【みる2】 見ます みま￢す ver
よく よ￢く frequentemente
りょうり 料理 りょ￢うり culinária
りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ viagem (viajar)
わかい わか￢い jovem
あき あ￢き outono
あじさい あじさい￣ hortênsia 
あたたかい あたたか￢い quente, ameno, aconchegante
あつい あつ￢い quente, calor
あめ あ￢め chuva
あります 【ある1】 ありま￢す haver, ter (seres inamimados)
いちばん いちばん￣ primeiro
いつ い￢つ quando
いつごろ いつごろ￣ quando
いねかり いね￢かり ceifa do arroz
いま い￢ま agora
うき う￢き estação das chuvas 
うぐいす うぐ￢いす espécie de pássaro
おいしい おいしい￣、おいし￢い gostoso
おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa/Sr. Ogawa

がつ／～がつ ～月 ――― mês....
かんき か￢んき estação seca
きおん きおん￣ temperatura (do ambiente)
きせつ き￢せつ estação do ano
きれい（な） き￢れい bonito
くだもの くだ￢もの frutas
くに くに￣、～くに￢ país
コート コ￢ート casaco ス

こおろぎ こ￢おろぎ grilo
こたつ こたつ￣ mesa com aquecedor
こどもたち こども￢たち crianças, filhos ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ por volta das.... 
さくら さくら￣ cerejeira ス

さむい さむ￢い frio
じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ então
じょやのかね じょ￢やのかね 108 badaladas da última noite do ano
すいかわり すいか￢わり brincadeira de rachar melancia
スキー スキ￢ー esqui
すずしい すずし￢い fresco
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か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

せみ せみ￣ cigarra
だいたい だいたい￣ aproximadamente, em geral
たうえ たうえ￢ plantio de arroz
たべもの 食べもの たべ￢もの comida
だめ（な） だめ￢ não é bom, impossível ス

たんぼ たんぼ￣ arrozal
つきみ (月見） つきみ￣ admiração da beleza da lua
つゆ つゆ￣ estação das chuvas
てんき て￢んき tempo (meteorológico)
ど／～ど ～￢ど ....graus 
どうして ど￢うして por quê
とても とても￢ muito
なつ なつ￢ verão
なつやすみ なつや￢すみ férias de verão ス

なべりょうり なべりょ￢うり comida cozida em panela de cerêmica
にがて（な） にがて￣ não apreciar
にゅうがくしき にゅうがく￢しき cerimônia de abertura das aulas
はな はな￢ flor
はなび は￢なび fogos de artifícios
はなみ はなみ￢ apreciação das cerejeiras
はる は￢る primavera
ひまわり ひま￢わり girassol
ぶどう ぶどう￣ uva
ぶどうがり ぶどうがり￣ pagar e pegar uvas nas videiras
ふゆ ふゆ￢ inverno
ふります 【ふる１】 ふりま￢す cair, chover
へいきん へいきん￣ média
まつり まつり￣ festival
むしあつい むしあつ￢い quente e úmido
もみじ も￢みじ ácer, bordo
やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Yamada/Sra. Yamada
ああ ――― Ah
あした あした￢ amanhã
いい い￢い bom
ええ ――― sim
おかげさまで おかげさまで￣ graças a Deus
おはよう おはよう￣ bom dia ス

カイロ カ￢イロ Cairo
かぜ かぜ￣ vento
きのう きの￢う、きのう￣ ontem
きもち（が） いい きもちが い￢い gostoso, agradável
きょう きょ￢う hoje
くもり くもり￢ nublado
くもります 【くもる1】 くもりま￢す ficar nublado
げんき（な） げ￢んき vigoroso, animado
ごご ご￢ご à tarde ス

こっち こっち￢ aqui, cá, deste lado
こんにちは こんにちは￢ boa tarde ス

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo
サンパウロ サンパ￢ウロ São Paulo
シドニー シ￢ドニー Sydney
ジャカルタ ジャカルタ￣ Jacarta
すごい すご￢い fantástico, extraordinário
せかい 世界 せ￢かい mundo
せんしゅう せんしゅう￣ semana passada
センチ／～センチ ～セ￢ンチ ....centímetros
ソウル ソ￢ウル Seul
そして そして￣ e, depois ス

そっち そっち￢ aí, desse lado
たいへん（な） たいへん￣ trabalhoso
たぶん た￢ぶん talvez ス

つもります 【つもる1】 つもりま￢す acumular-se
つよい つよ￢い forte ス

どう ど￢う de que modo
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か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

とやま 富山 と￢やま Toyama
ニューヨーク ニューヨ￢ーク Nova York
はい は￢い sim
はれ はれ￢ céu limpo, bom tempo
はれます 【はれる2】 はれま￢す aclarar, fazer sol
ひさしぶり ひさしぶり￣ Há quanto tempo!
ふきます 【ふく1】 ふきま￢す soprar, ventar
ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka
ペキン （北京） ペ￢キン Pequim
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaido ス

まいにち ま￢いにち todo dia
もしもし も￢しもし alô
モスクワ モスクワ￣ Moscou
ゆき ゆき￢ neve
よく よ￢く bem
ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Los Angeles
ロンドン ロ￢ンドン Londres
あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara
あさ あ￢さ manhã
あたり あ￢たり próximo, perto
あぶない あぶない￣、あぶな￢い perigoso
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ir
いざかや いざかや￣ bar, taberna
いっしょに いっしょに￣ junto
いろいろ（な） いろいろ￣ vários
うえの 上野 うえの￣ Ueno ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん Parque Ueno
うおいちば うおい￢ちば mercado de peixes
え／えっ ――― o quê? ス

ええと／えっと／ええっと ――― Hã...deixe eu pensar ス

えき え￢き estação
おおい お￢おい muito, bastante
おしゃれ（な） おしゃ￢れ elegante, estiloso
おもしろい おもしろ￢い interessante, engraçado
がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す esforçar-se ス

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Guinza
ゲームセンター ゲームセ￢ンター game center ス

こうえん こうえん￣ parque
こうきょ 皇居 こ￢うきょ Palácio Imperial
コース コ￢ース curso ス

ここ ここ￣ aqui
この この￣ este
じかん／～じかん ～じ￢かん ...horas (duração)
しずか（な） し￢ずか silencioso, tranquilo, calmo
しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku

ぜひ ぜ￢ひ sem falta, de qualquer maneira

それから それから￢ depois disso ス

タウン タ￢ウン cidade
たかい たか￢い caro
たくさん たくさん￣ muito (quantidade) ス

たのしい たのし￢い divertido
ちかく ち￢かく、ちか￢く próximo ス

ちょっと ちょ￢っと um pouco
つきじ 築地 つきじ￣ Tsukiji
でんきてん でんき￢てん loja de eletrônicos
どうぶつえん どうぶつ￢えん zoológico
とおい とおい￣、とお￢い longe
どの ど￢の qual
にぎやか（な） にぎ￢やか movimentado
にしぐち 西口 にしぐち￣ saída oeste
バス バ￢ス ônibus
はやい はや￢い cedo
はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku
ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ saída leste
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か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ pessoa
ひろい ひろ￢い amplo, espaçoso
ファッション ファ￢ッション moda ス

ふじさん （富士山） ふ￢じさん Monte Fuji
べんり（な） べ￢んり conveniente
まち まち￢ cidade, bairro
みせ みせ￢ loja
やすい やす￢い barato
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuuko/Sra. Yuuko ス

ゆうめい（な） ゆうめい￣ famoso
よる よ￢る noite
レストラン レ￢ストラン restaurante
わかります 【わかる1】 わかりま￢す entender
あ／あっ ――― Ah!
あおい あお￢い azul
あかい あかい￣、あか￢い vermelho
あそこ あそこ￣ lá, ali
あの あの￣ aquele
ありがとう あり￢がとう obrigado
あれ あれ￣ aquilo
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ não
ううん／うーん ――― hum.... ス

おおきい 大きい おおき￢い grande
かど か￢ど esquina
ぎんこう ぎんこう￣ banco
こうさてん こうさてん￣ cruzamento
しろい しろ￢い branco
しんごう しんごう￣ semáforo
すぐ す￢ぐ logo
すみません すみませ￢ん desculpe-me, por favor, obrigado
たいしかん たいし￢かん embaixada
たかい たか￢い alto
たてもの たて￢もの prédio, construções
タワー タ￢ワー torre
デパート デパ￢ート loja de departamentos
どうも ど￢うも muito
どうやって ど￢うやって como, de que jeito ス

とおり とおり￢ rua
どこ ど￢こ onde
となり となり￣ vizinho ス

はくぶつかん はくぶつ￢かん museu

はし はし￢ ponte

ひだり ひだり￣ esquerda
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ um (unidade)
ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ primeiro
ビル ビ￢ル edifício, prédio
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ dois (unidades)
ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ segundo
ほそながい ほそなが￢い longo e estreito
まがります 【まがる1】 まがりま￢す virar
まっすぐ（な） まっす￢ぐ reto
まるい まるい￣、まる￢い redondo
みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す poder ver, enxergar
みぎ みぎ￣ direito
みち みち￣ rua, caminho
ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく correios
わたります 【わたる1】 わたりま￢す atravessar
あのう ――― Por favor
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe/Sra. Abe
いりぐち いりぐち￣ entrada
おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す atrasar-se
おそい おそい￣、おそ￢い lento
きます 【くる3】 来ます きま￢す vir
きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Kiyama/Sr. Kiyama
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か ことば かんじ アクセント ポルトガルご スクリプト

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ cafeteria
じ／～じ ～時 ～￢じ ....horas (horário)
じかん じかん￣ tempo, horas
じゅうたい じゅうたい￣ congestionamento do trânsito
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ tudo bem, não haver problema
たのしみ たのし￢み estar aguardando anciosamente
でかけます 【でかける2】 でかけま￢す sair
でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ trem
とまります 【とまる1】 とまりま￢す parar
どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび sábado
にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち domingo
ばしょ ばしょ￣ lugar, localização
ははは ――― ha ha há (risada) ス

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ....minutos
まえ ま￢え frente
また また￢ de novo, novamente
まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ (ter) encontro marcado
まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す enganar-se
まちます 【まつ1】 まちま￢す esperar
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perder-se
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida/Sr. Yoshida
ロビー ロ￢ビー sala de espera, lobby
あと あ￢と depois
います 【いる2】 いま￢す haver, ter (seres animados) ス

おすし（すし） おす￢し sushi
おすすめ おすすめ￣ recomendado
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ souvenir, lembrança
かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprar
さかな 魚 さかな￣ peixe
しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ refeição (comer)
すいじょうバス すいじょうバ￢ス ônibus aquático
すいぞくかん すいぞく￢かん aquário (prédio)
スカイツリー スカイツリ￢ー Tokyo Sky Tree ス

せかいいち （世界一） せか￢いいち o melhor do mundo

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す comer

ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeno ス

ちかい ちか￢い perto ス

てんぷら てんぷら￣ tempura
どうぶつ どうぶつ￣ animal
どれ ど￢れ qual ス

のります 【のる1】 のりま￢す embarcar, pegar
びじゅつかん びじゅつ￢かん museu de arte
ふね ふ￢ね barco
まだ ま￢だ ainda
みず 水 みず￣ água
めずらしい めずらし￢い raro, incomum
もう も￢う já
もちろん もち￢ろん obviamente, claro ス

やけい やけい￣ vista noturna
やたい や￢たい barraca
ラーメン ラ￢ーメン lamen
ライトアップ ライトア￢ップ iluminações
りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ câmbio
れきし れきし￣ história
アラビアご アラビアご￣ língua árabe
いいます 【いう1】 言います いいま￢す dizer
いちど いちど￢ uma vez
いままでに いまま￢でに até agora
いみ い￢み significado
いやあ ――― bem... ス

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す ensinar
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す lembrar
がいこく がいこく￣ país estrangeiro
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す escrever
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かします 【かす1】 かしま￢す emprestar
カタカナ カタカ￢ナ katakana (escrita japonesa)
かんじ かんじ￣ kanji
かんたん（な） かんたん￣ fácil
こうこう こうこう￣ ensino médio
サイト サイト￣ site
じしょ じ￢しょ dicionário
しょうがっこう しょうが￢っこう escola de ensino fundamental 1
スペイン スペ￢イン Espanha
スペインご スペインご￣ língua espanhola
ぜんぜん ぜんぜん￣ nunca, sem, completamente ス

その その￣ esse
だいがく だいがく￣ universidade
たんご たんご￣ vocabulário, palavra
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ser diferente, estar errado
ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう ensino fundamental 2
つかいます 【つかう1】 つかいま￢す usar, utilizar
でんしじしょ でんしじ￢しょ dicionário eletrônico
ドイツ ド￢イツ Alemanha
ドイツご ドイツご￣ língua alemã
どうぞ ど￢うぞ por favor
なまえ なまえ￣ nome
にます【にる1】 にま￢す ser parecido
ねん／～ねん ～年 ――― ano de ...., ... anos 
はつおん はつおん￣ pronúncia
ひらがな ひらが￢な hiragana (escrita japonesa)
フランス フランス￣ França
フランスご フランスご￣ língua francesa
ぶん ぶ￢ん frase
ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura
ぶんぽう ぶんぽう￣ gramática
ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう Hoje é dia de folga ス

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difícil

もう もう￣ mais
もじ も￢じ letra
やすみ 休み やすみ￢ folga, férias ス

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す ler
リスト リ￢スト lista
れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ (fazer) exercício
イギリス イギリス￣ Inglaterra ス

いつか い￢つか um dia, algum dia
いれます 【いれる2】 いれま￢す colocar ス

インド イ￢ンド Índia ス

うた うた￢ música, canção
おかね（かね） お金(金） おかね￣ dinheiro ス

おどり おどり￣ dança
かい／～かい ――― ....vezes (frequência)
かぶき かぶき￣ cabúqui

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai/Sra. Kawai

かわりに かわりに￣ ao invés de
きっぷ きっぷ￣ bilhete, passagem
きょうし きょ￢うし professor
きょうみ きょ￢うみ interesse
きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す ter interesse
コーナー コ￢ーナー seção
こけし こけし￣ boneca de madeira 
ざっし ざっし￣ revista 
ししゅう ししゅう￣ bordado
しゅう しゅ￢う semana
しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ (fazer) viagem de negócios
しょうらい しょ￢うらい futuro
ステージ ステ￢ージ palco
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せいかつ 生活 せいかつ￣ vida
ソーセージ ソーセ￢ージ salsicha
タイ タ￢イ Tailândia
タイじん タイ￢じん tailandês ス

だいすき（な） だ￢いすき adorar, amar ス

タコス タ￢コス tacos mexicanos
ダンス ダ￢ンス dança
ちず ち￢ず mapa
チヂミ チヂミ￣ chijimi  (prato coreano)
つうやく つ￢うやく intérprete, interpretação
つき (月） つき￢ lua
てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ajudar
でんわ (電話） でんわ￣ telefone
ドイツじん ドイツ￢じん alemão ス

ときどき ときどき￢ às vezes
ドラマ ド￢ラマ novela, drama
なか な￢か dentro
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す aprender
ねん 年 ね￢ん ano
はなし （話） はなし￢ história ス

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ piroshiki (prato russo)
フィリピン フィ￢リピン Filipinas
ほん ほ￢ん livro ス

ほんとう ほんとう￣ verdade ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ (fazer) tradução
まず ま￢ず primeiramente ス

マレーシア マレ￢ーシア Malásia
ミニレッスン ミニレッ￢スン mini aula
みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ artesanato
むこう むこ￢う、むこう￣ do outro lado (da linha) ス

ムルタバ ムルタバ￣ Murtabak (prato malaio)
メキシコ メキシコ￣ México
よよぎ 代々木 よよぎ￣ Yoyogi ス

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ estudo (estudar) no estrangeiro
ロシア ロ￢シア Rússia 
あか あ￢か vermelho
おさけ（さけ） おさけ￣ bebida alcoólica, saquê
おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ chá verde
おにぎり おに￢ぎり bolinho de arroz
おねがいします おねがいしま￢す por favor
おべんとう（べんとう） おべんとう￣ marmita
からあげ からあげ￣ frango frito
ケーキ ケ￢ーキ bolo
コップ コップ￣ copo
ごみぶくろ ごみぶ￢くろ saco de lixo
さら さら￣ prato
サラダ サ￢ラダ salada 
サンドイッチ サンドイ￢ッチ sanduíche
シート シ￢ート esteira de piquenique
します（～に） 【～する3】 しま￢す decidir
ジュース ジュ￢ース suco
しろ し￢ろ branco
そと そ￢と fora 
たまごやき 卵やき たまごやき￣ omelete japonês
チョコレート チョコレ￢ート chocolate
どっち ど￢っち qual, de que lado 
にほんしゅ にほんしゅ￣ saquê
のみもの 飲みもの のみ￢もの bebida       
はし は￢し pauzinhos para comer
バナナ バ￢ナナ banana
ビール ビ￢ール cerveja
ピクニック ピ￢クニック piquenique 
ほか ほか￣ outro, além...
ポテトチップス ポテトチ￢ップス batata frita
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メモ メ￢モ anotação
もちます 【もつ1】 もちま￢す carregar, ter, segurar
もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す levar
もの もの￢ coisa

やぎ／やぎさん
(八木／八木さ
ん）

やぎ￣／やぎさん￣ Yagi/Sr. Yagi

らいしゅう らいしゅう￣ semana que vem
りんご りんご￣ maçã
ワイン ワ￢イン vinho, wine
あじ あじ￣ gosto, sabor
あまい あまい￣、あま￢い doce
アンチョビ アンチ￢ョビ aliche, anchova
いただきます いただきま￢す expressão utilizada antes de comer
いっぱい い￢っぱい estar cheio, muito
いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ (barriga) cheia
うめぼし うめぼし￣ ameixa azeda em conserva
えび えび￣ camarão
えびせんべい えびせ￢んべい bolacha salgada de camarão
おなか おなか￣ barriga, estômago
からい から￢い apimentado
キムチ キ￢ムチ kimchi  (conserva coreana)

きゅうり きゅ￢うり pepino

キンパ キ￢ンパ kimbap  (prato coreano)

クロッポ ク￢ロッポ keropok  (prato malaio)
けっこう（な） け￢っこう ser bastante, estar satisfeito
こんぶ こ￢んぶ alga
しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け salmão
しょっぱい しょっぱ￢い salgado
スープ ス￢ープ sopa
すっぱい すっぱ￢い azedo
それ それ￣ isso
たまご 卵 たま￢ご ovo
チーズ チ￢ーズ queijo
つけもの つけもの￣ conserva
ツナ ツ￢ナ atum
でも で￢も mas
トマト ト￢マト tomate 
ハム ハ￢ム presunto 
ピクルス ピ￢クルス picles
ほんとに ほんとに￣ realmente ス

まんじゅう まんじゅ￢う bolinho recheado com doce de feijão
よかったら よ￢かったら se quiser
レモン レ￢モン limão
わさび わ￢さび wasabi
あいます 【あう1】 会います あいま￢す encontrar
あたらしい 新しい あたらし￢い novo ス

いかが いか￢が que tal, como está
オーケー お￢ーけー ok ス

おつかれさま おつかれさま￣

Bom trabalho, expressão dita para as
pessoas que acabaram de fazer algum tipo
de esforço

オフィス オ￢フィス escritório
おゆ（ゆ） おゆ￣ água quente
か（かようび） 火 か￢ terça-feira
かいぎ 会議 か￢いぎ reunião
かいてき（な） かいてき￣ agradável
かぎ かぎ￢ chave
くうこう 空港 くうこう￣ aeroporto
げつ（げつようび） 月 げ￢つ segunda-feira
ごう／～ごう ～号 ～￢ごう número....
こうじょう 工場 こうじょ￢う fábrica

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo/Sra. Saitoo

さま／～さま ～様 ――― senhor, senhora....
じさ じ￢さ fuso horário
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ししゃ し￢しゃ filial
シャワー シャ￢ワー chuveiro ス

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか dia catorze
しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ partida (partir)
しります 【しる1】 しりま￢す saber, conhecer

しんいち／しんいちさん 新一／新一さん
しんいち￣／
しんいちさん￣

Shin'ichi/Sr. Shin'ichi

すい（すいようび） 水 す￢い quarta-feira
すきます 【すく1】 すきま￢す ficar vazio

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

agenda

ずっと ずっと￣ faz tempo, ininterruptamente ス

だい～ 第～ だ￢い～ prefixo que indica números ordinais
チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク checar
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す cansar-se
つきます 【つく1】 つきま￢す chegar ス

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す sair ス

でむかえ でむかえ￣ a recepção, o ir buscar
でんき で￢んき luz
でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう número de telefone
とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ chegada (chegar)
とおか (十日) とおか￣ dia dez
ドライバー ドライバー￣ motorista
ながい なが￢い longo, comprido  ス

なし（ない） な￢し sem ス

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ dia vinte e quatro
にち／～にち ～日 ――― dia....
はつか (二十日) はつか￣ dia vinte
はん／～はん ～半 ～は￢ん ....meia (horário)
ばんごう (番号） ばんご￢う número ス

ひる ひる￢ tarde ス

びん び￢ん vôo
フライト フライト￣ vôo

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ―――
sufixo de contagem de objetos finos e
compridos

ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ sede
まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ mais ou menos
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す receber
メール メール￣ e-mail
モーターズ モ￢ーターズ Motors (companhia fictícia)
もらいます 【もらう1】 もんだい￣ receber, ganhar
もんだい もんだい￣ questão, problema ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す folgar, descansar ス

ようこそ よ￢うこそ bem-vindo
ローマ ロ￢ーマ Roma ス

うけつけ うけつけ￣ recepção
おせわ（せわ） おせ￢わ ajuda, auxílio
かります 【かりる2】 かりま￢す pedir emprestado

こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ (fazer) telefonema internacional

こちら こちら￣ aqui, cá, este lado
こちらこそ こちらこ￢そ igualmente
コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー (fazer) cópias
コピーき コピ￢ーき copiadora
これ これ￣ isto
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す quebrar-se
コンピューター コンピュ￢ーター computador
じぶん じぶん￣ eu mesmo
じむ じ￢む serviço de escritório
しゃちょう しゃちょう￣ presidente de uma companhia
スタッフ スタ￢ッフ equipe

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／
それで￢は

Até mais

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ durante..., enquanto... ス

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す transmitir
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パソコン パソコン￣ computador
ひしょ ひ￢しょ secretário 
ファックス ファ￢ックス fax 

プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト imprimir 

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ fluente
ペン ペ￢ン caneta
みおくり みおくり￣ o ir se depedir
みなさん みな￢さん pessoal
よろしく よろしく￣ saudações
らいげつ (来月） ら￢いげつ mês que vem
あげます 【あげる2】 あげま￢す levantar
あし あし￢ pé
あたま あたま￢ cabeça
あまり あまり￣ não muito
いき い￢き respiração
いそがしい いそがし￢い ocupado, atarefado ス

いたい いた￢い doer
う ――― ai! ス

うえ うえ￣、うえ￢ em cima, alto ス

うで うで￢ braço
おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く profundamente, grande
おふろ（ふろ） おふ￢ろ ofuro, banheira
おわり おわり￣ fim ス

かお かお￣ rosto, cara
かた か￢た ombro
からだ からだ￣ corpo
きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） de repente
ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ leite
くすり くすり￣ remédio
くち (口） くち￣ boca 
くび くび￣ pescoço 
けんこう けんこう￣ saúde
こうやって こうやって￢ deste modo
こし こし￣ quadril
ごはん ご￢はん arroz (cozido), refeição
こんど こ￢んど próxima vez ス

さいきん さいきん￣ recentemente, ultimamente ス

さいご さいご último ス

しんこきゅう しんこ￢きゅう respiração profunda ス

すいます 【すう1】 すいま￢す inalar, fumar
ストレス スト￢レス estresse ス

せなか せなか￣ costas
たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ (fazer) exercício, ginástica 
たかく（たかい） た￢かく alto 
て て￢ mão
ねます【ねる2】 ねま￢す dormir
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す beber
は は￢ dente
はいります 【はいる1】 はいりま￢す entrar
はきます 【はく1】 はきま￢す calçar, vestir
はな はな￢ nariz
はやく（はやい） は￢やく rápido
まげます 【まげる2】 まげま￢す dobrar
まわします 【まわす1】 まわしま￢す girar
みみ みみ￢ orelha, ouvido
むね むね￢ peito 
むり（します）（【～する3】） む￢り fazer demais, forçar
め め￢ olho
やります 【やる1】 やりま￢す fazer ス

ゆっくり ゆっく￢り devagar
あさごはん あさご￢はん café da manhã
あなた あな￢た você
あるきます 【あるく1】 あるきま￢す andar, caminhar
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アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

questionário

いえ いえ￢ casa ス

ウォーキング ウォ￢ーキング caminhada
エアロビクス エアロビ￢クス ginástica aeróbica
およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す nadar
キロ／～キロ ～￢キロ ....quilômetro, quilo
グループ グル￢ープ grupo
けんこうてき（な） けんこうてき￣ saudável

こたえ こた￢え resposta

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す responder
しつもん しつもん￣ pergunta
ジム ジ￢ム academia
しゅうまつ しゅうまつ￣ final de semana

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ corrida em ritmo moderado (praticar corrida)

スポーツ スポ￢ーツ esporte
たばこ たばこ￣ cigarro
つぎ つぎ￢ próximo, seguinte

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

quanto tempo

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング treino (treinar)
なにか な￢にか algo
なにも なにも￣ nada
はしります 【はしる1】 はしりま￢す correr
プール プ￢ール piscina ス

まいあさ ま￢いあさ toda manhã
やさい やさい￣ verduras e legumes
ヨガ ヨ￢ガ ioga
リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス relaxar ス

あかちゃん あ￢かちゃん bebê
あげます 【あげる2】 あげま￢す dar
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す brincar
いろ いろ￢ cor ス

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す nascer ス

おいわい（いわい） おいわい￣ celebração, comemoração
おなじ おなじ￣ igual ス

おもちゃ おも￢ちゃ brinquedo
かざります 【かざる1】 かざりま￢す enfeitar, decorar
かばん かばん￣ bolsa, mala
かれ か￢れ namorado, ele
き き￣ sentimento, espírito ス

きに いります きに いりま￢す gostar ス

きます 【きる2】 きま￢す vestir (algo da cintura para cima)
クリスマス クリス￢マス Natal
けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ casamento (casar)
コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ xícara de café
シャツ シャ￢ツ camisa
しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ (arranjar) emprego
しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ parto (parir)
じょうず（な） じょうず￢ hábil ス

すてき（な） すてき￣ maravilhoso, esplêndido
セーター セ￢ーター suéter
そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ formatura (formar-se)
たとえば たと￢えば por exemplo
たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび aniversário
とけい とけい￣ relógio
にあいます 【にあう1】 にあいま￢す ficar bem, cair bem
にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ ingressar na escola
ネクタイ ネ￢クタイ gravata
ネックレス ネ￢ックレス colar
バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー dia de São Valentino
ひ （日） ひ￢、ひ￣ dia
ふふふ ――― fu fu fu (risada principalmente de mulheres) ス

プレゼント プレ￢ゼント presente
へや へや￢ quarto, sala
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ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド namorado
まあ ま￢あ Oh! (usado principalmente por mulheres) ス

やさしい やさしい￣、やさし￢い fácil ス

あけます 【あける2】 あけま￢す abrir

いつまでも い￢つまでも para sempre, eternamente

うれしい うれし￢い alegre, contente, feliz
おめでとう おめでとう￣ parabéns
おもいます 【おもう1】 おもいま￢す achar, pensar
カード カ￢ード cartão
かてい かてい￣ família, casa, lar
きっと きっと￣ com certeza
クラス ク￢ラス turma
ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ casamento (expressão polida)
これからも これからも￢ daqui em diante
しあわせ（な） しあわせ￣ feliz
たいせつ（な） たいせつ￣ importante
たいせつに します たいせつに しま￢す cuidar bem, aproveitar bem
パーティー パ￢ーティー festa
ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ (fazer) mudança
ひつよう（な） ひつよう￣ necessário
みんな みんな￢ todos
よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す alegrar-se, ficar feliz

18

14/14 ©2018 The Japan Foundation


