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『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　فهرس المفردات （五十音順　 اليابانية األبجدية وفقا الترتيب ）

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

ことば かんじ アクセント アラビアご か

あ／あっ ――― 6 أه

ああ ――― 4 أه

あいます 【あう1】 会います あいま￢す 13 يقابل

あおい あお￢い 6 أزرق

あか あ￢か 11 اللون األحمر

あかい あかい￣、あか￢い 6 أحمر

あかちゃん あ￢かちゃん 17 طفل رضيع

あき あ￢き 3 الخريف

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら 5 أكيھابارا

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

اكسسوارات/  حلي  2

あけます 【あける2】 あけま￢す 18 يفتح

あげます 【あげる2】 あげま￢す 15 يرفع

あげます 【あげる2】 あげま￢す 17 يعطي

あさ あ￢さ 5 الصباح

あさごはん あさご￢はん 16 الفطور

あし あし￢ أقدام/  قدم  15

あじ あじ￣ نكھة/  طعم  12

あじさい あじさい￣ 3 نبات الكوبية

あした あした￢ ً 4 غدا

あそこ あそこ￣ 6 ھناك

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す 17 يلعب

あたたかい あたたか￢い 3 دافئ

あたま あたま￢ 15 رأس

あたらしい 新しい あたらし￢い 13ス جديد

あたり あ￢たり جوار/  ناحية  5

あつい あつ￢い 3 ساخن

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す 2 يجمع

あと あ￢と 8 بعد

あなた あな￢た 16 انت

あに あ￢に 1 أخي األكبر

あね あね￣ 1 أختي األكبر

あの あの￣ ذلك الـ ～  6

あのう ――― 7 المعذرة

あぶない あぶない￣、あぶな￢い 5 خطير

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ 7 اآلنسة آبي

あまい あまい￣、あま￢い 12 حلو المذاق

あまり あまり￣ 15 ليس كثيرأ

あみもの あみ￢もの 2 الحياكة

あめ あ￢め 3 المطر

アメリカ アメリカ￣ الواليات المتحدة األمريكية/  أمريكا  1

アラビアご アラビアご￣ 9 اللغة العربية

ありがとう あり￢がとう 6 أشكرك

あります 【ある1】 ありま￢す موجود/ ~ ھناك  3

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す 16 يمشى

あれ あれ￣ 6 ذلك

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

16 استبيان

アンチョビ アンチ￢ョビ 12 انشوجة

いい い￢い 4 جيد

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ 6 ال

いいます 【いう1】 言います いいま￢す يخبر/  يقول  9

いえ いえ￢ 16ス منزل

いかが いか￢が (تعبير رسمي) ما رأيك  13

いき い￢き 15 النَّفَس

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す 5 يذھب

イギリス イギリス￣ 10ス المملكة المتحدة

いご い￢ご (الشطرنج الياباني) لعبة جو  2

いざかや いざかや￣ 5 حانة على الطراز الياباني

اليابانية والثقافة اللغة: ماروجوتو
(اللغوي التواصل أنشطة كتاب) A2للمبتدئين
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ことば かんじ アクセント アラビアご か

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

1 السيد إيشيكاوا

いそがしい いそがし￢い 15ス مشغول

いたい いた￢い ملتھب/  مؤلم  15

いただきます いただきま￢す
تعبير مھذب لمورايماس و)أحصل على /  آخذ 

(التعبير المذكور قبل البدء في تناول الطعام
12

イタリア イタリア￣ 1 إيطاليا

イタリアご イタリアご￣ 1 اللغة اإليطالية

いちど いちど￢ 9 مرة واحدة

いちばん いちばん￣ األفضل/ األول /  رقم واحد  3

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

1 السيد إيتشيرو

いつ い￢つ 3 متى

いつか い￢つか 10 يوم ما

いつごろ いつごろ￣ 3 متى تقريبا

いっしょに いっしょに￣ 5 معا

いっぱい い￢っぱい 12 ممتلئ

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ 12 شبع

いつまでも い￢つまでも 18 إلى األبد

いねかり いね￢かり 3 حصاد األرز

いま い￢ま 3 اآلن

います 【いる2】 いま￢す 8ス يوجد

いままでに いまま￢でに 9 حتى اآلن

いみ い￢み 9 معنى

いもうと いもうと￢ 1 أختي الصغيرة

いもうとさん いもうとさん￣ (ألحدھم) األخت األصغر  1

いやあ ――― ولكن/ اممم /  كال 9ス

いりぐち いりぐち￣ 7 مدخل

いれます 【いれる2】 いれま￢す 10ス يُدِخل

いろ いろ￢ 17ス لون

いろいろ（な） いろいろ￣ 5 متعددة

インド イ￢ンド 10ス الھند

う ――― (أ) حرف الـ 15ス

ううん／うーん ――― أممم/ ال /  حسنا  6ス

うえ うえ￣、うえ￢ اعلى من شئ/  فوق شئ  15ス

うえの 上野 うえの￣ 5ス أوينو

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん 5 منتزه أوينو

うおいちば うおい￢ちば 5 سوق األسماك

ウォーキング ウォ￢ーキング 16 المشي

うき う￢き 3 موسم المطر

うぐいす うぐ￢いす 3 طائر الشجيرة الياباني

うけつけ うけつけ￣ 14 مكتب االستقبال

うた うた￢ 10 اغنية

うち うち￣ البيت/  منزلي  1ス

うで うで￢ 15 ذراع

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す 17ス يولد

うめぼし うめぼし￣ 12 برقوق مخلل

うれしい うれし￢い 18 مسرور

え え￢ 2 رسمة

え／えっ ――― !ماذا!/  آه 5ス

エアロビクス エアロビ￢クス 16 تمارين األيروبيك

えいが えいが￣、え￢いが 2 فيلم

えいご えいご￣ 1 اللغة االنجليزية

ええ ――― 4 نعم

ええと／えっと／ええっと ――― 5ス اممم

えき え￢き 5 محطة

えび えび￣ 12 الروبيان

えびせんべい えびせ￢んべい 12 مقرمشات الروبيان

えんげき えんげき￣ 2 مسرحية

おいしい おいしい￣、おいし￢い شھي/  لذيذ  3

おいわい（いわい） おいわい￣ 17 احتفال

おおい お￢おい 5 كثير

おおきい 大きい おおき￢い 6 كبير

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く على نطاق واسع/ كبيرا  (أصبح)  15

オーケー お￢ーけー 13ス حسنا
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ことば かんじ アクセント アラビアご か

おおさか 大阪 おおさか￣ 3ス أوساكا

おかあさん おか￢あさん (أحدھم)أم /  أم  1

おかげさまで おかげさまで￣ لحسن الحظ / (ـك)~  بفضل  4

おかし（かし） おか￢し حلوى/  حلويات  2

おかね（かね） お金)金） おかね￣ 10ス المال

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

3 السيد أوجاوا

おくさん お￢くさん (أحدھم)زوجة /  زوجة  1

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す 7 يتأخر

おさけ（さけ） おさけ￣ مشروب الساكي/  الكحول  11

おじ おじ￣ خالي/  عمي 1

おじいさん おじ￢いさん 1 جد

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す يخبر/  يعل ِم  9

おじさん おじさん￣ (أحدھم)خال /  عم  1

おしゃれ（な） おしゃ￢れ 5 أنيق

おすし（すし） おす￢し 8 السوشي

おすすめ おすすめ￣ 8 اقتراح

おせわ（せわ） おせ￢わ عناية/  رعاية  14

おそい おそい￣、おそ￢い متأخر/  بطئ  7

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ الشاي الياباني/  شاي أخضر  11

おつかれさま おつかれさま￣ البد من انك متعب/  احسنت عمال  13

おっと おっと￣ 1 زوجي

おとうさん おと￢うさん (ألحدھم)أب /  أب  1

おとうと おとうと￢ 1 أخي األصغر

おとうとさん おとうとさん￣ (ألحدھم) األخ األصغر  1

おどり おどり￣ 10 رقص

おなか おなか￣ معدة/  بطن  12

おなじ おなじ￣ 17ス نفس

おにいさん おに￢いさん (ألحدھم)األخ األكبر /  األخ األكبر  1

おにぎり おに￢ぎり 11 كرات األرز

おねえさん おね￢えさん (ألحدھم)األخت الكبرى /  األخت الكبرى  1

おねがいします おねがいしま￢す 11 من فضلك

おば おば￣ خالتي/  عمتي  1

おばあさん おば￢あさん (أحدھم)جدة /  جدة  1

おばさん おばさん￣ خالة/  عمة  1

おはよう おはよう￣ 4ス صباح الخير

オフィス オ￢フィス 13 مكتب

おふろ（ふろ） おふ￢ろ 15 حوض استحمام

オペラ オ￢ペラ 1 األوبرا

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ 11 علبة الغداء

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す 9 تذكر

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ تذكار/  ھدية تذكارية  8

おめでとう おめでとう￣ ! مبارك 18

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す يظن/  يعتقد  18

おもしろい おもしろ￢い مضحك/ مثير لإلعجاب /  مشوق  5

おもちゃ おも￢ちゃ 17 لعبة

おゆ（ゆ） おゆ￣ 13 الماء الساخن

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す 16 يسبح

おわり おわり￣ آخر/  نھاية  15ス

おんがく お￢んがく 2 موسيقى

か（かようび） 火 か￢ 13 الثالثاء

ガーデニング ガーデニング￣ 2 بستنة

カード カ￢ード 18 بطاقة

かい／～かい ――― مرة/  مرات  10

かいぎ 会議 か￢いぎ 13 اجتماع

がいこく がいこく￣ 9 بلد أجنبي

がいこくご がいこくご￣ 2 لغة أجنبية

かいしゃ かいしゃ￣ 1 شركة

かいてき（な） かいてき￣ 13 مريح

かいます 【かう1】 買います かいま￢す 8 يشتري

カイロ カ￢イロ 4 القاھرة

かお かお￣ 15 وجه

かぎ かぎ￢ 13 مفتاح

かきます 【かく1】 かきま￢す 2 يرسم

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す 9 يكتب

か

お

3/14 ©2017 The Japan Foundation



 2022/8/18

ことば かんじ アクセント アラビアご か

がくせい がくせい￣ 1 طالب

かざります 【かざる1】 かざりま￢す 17 يزين

かします 【かす1】 かしま￢す 9 يقرض

かぜ かぜ￣ 4 الرياح

かぞく か￢ぞく أسرة/  عائلة  1

かた か￢た 15 كتف

カタカナ カタカ￢ナ (حروف يابانية) كاتاكانا  9

がつ／～がつ ～月 ――― شھر ～  3

かっこいい かっこい￢い رائع/  وسيم 2

かてい かてい￣ األسرة/ العائلة /  البيت  18

かど か￢ど ناصية شارع/  منعطف  6

かばん かばん￣ 17 حقيبة

かぶき かぶき￣ 10 كابوكي

からあげ からあげ￣ 11 دجاج مقلي

からい から￢い 12 مذاقه حار

カラオケ カラオケ￣ 2 كاريوكي

からだ からだ￣ جسد/  جسم  15

かります 【かりる2】 かりま￢す 14 يقترض

かれ か￢れ 17 ھو

カレー カレー￣ 2 الكاري

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

10 السيدة  كاواي

かわいい かわい￢い 2 لطيف

かわりに かわりに￣ 10 بدال من

かんき か￢んき 3 موسم الجفاف

かんこく 韓国 か￢んこく 1 كوريا الجنوبية

かんこくご かんこくご￣ 1 اللغة الكورية

かんこくじん かんこく￢じん كوري الجنسية/  الشعب الكوري 1

かんじ かんじ￣ 9 الكانجي

かんたん（な） かんたん￣ 9 سھل

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す 5ス يبذل قصارى جھده

き き￣ 17ス حرف الكي

きに いります きに いりま￢す 17ス يعجبه

きおん きおん￣ 3 درجة الحرارة

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す يستمع/  يسأل 2

きせつ き￢せつ 3 الفصول

きって きって￣ 2 طابع بريد

きっと きっと￣ 18 بالتأكيد

きっぷ きっぷ￣ 10 تذكرة

きのう きの￢う、きのう￣ 4 أمس

きます 【くる3】 来ます きま￢す 7 يأتي

きます 【きる2】 きま￢す 17 يرتدي

キムチ キ￢ムチ (المخلل الكوري) الكيمتشي  12

きもち（が） いい きもちが い￢い 4 إحساس جيد

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん 7 السيد كياما

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） (مفاجيء) فجأةً  15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ 15 حليب

きゅうり きゅ￢うり 12 خيار

きょう きょ￢う 4 اليوم

きょうし きょ￢うし 10 مدرس

きょうだい きょ￢うだい 1 األخوة و األخوات

きょうみ きょ￢うみ 10 اھتمام

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す 10 مھتم بــ

きれい（な） き￢れい 3 جميل

キロ／～キロ ～￢キロ كيلوجرام/  كيلومتر  16

ぎんこう ぎんこう￣ 6 بنك

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ 5 غينزا

キンパ キ￢ンパ (أكلة كورية) كيمباب  12

くうこう 空港 くうこう￣ 13 مطار

くすり くすり￣ 15 دواء

くだもの くだ￢もの 3 فاكھة

くち )口） くち￣ 15 فم

くに くに￣、～くに￢ 3 بلد

くび くび￣ 15 رقبة

くもり くもり￢ 4 غائم

か
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ことば かんじ アクセント アラビアご か

くもります 【くもる1】 くもりま￢す 4 يغيِ م

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

2 موسيقى كالسيكية

クラス ク￢ラス 18 فصل

クリスマス クリス￢マス (الكريسماس) عيد الميالد  17

グループ グル￢ープ 16 مجموعة

くるま くるま￣ 1 سيارة

クロッポ ク￢ロッポ (رقائق الروبيان الماليزية) كيروبوك  12

ケーキ ケ￢ーキ 11 كعك

ゲームセンター ゲームセ￢ンター 5ス مركز األلعاب

げつ（げつようび） 月 げ￢つ 13 االثنين

けっこう（な） け￢っこう 12 إلى حد كبير

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ 17 زواج

げんき（な） げ￢んき بصحة جيدة/  نشيط  4

けんこう けんこう￣ 15 الصحة

けんこうてき（な） けんこうてき￣ 16 صحيِ

ご／～ご ～ご￣ اللغة ～  1

コイン コ￢イン 2 عملة معدنية

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう 13 عداد ترقيم للغرف

こうえん こうえん￣ 5 حديقة

こうきょ 皇居 こ￢うきょ 5 قصر االمبراطور

こうこう こうこう￣ 9 المدرسة الثانوية

こうさてん こうさてん￣ (شارع) تقاطع  6

こうじょう 工場 こうじょ￢う 13 مصنع

こうやって こうやって￢ 15 ھكذا

コース コ￢ース دورة تعليمية/  مسار  5ス

コート コ￢ート 3ス معطف

コーナー コ￢ーナー ركن/  زاوية  10

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ 17 فنجان قھوة

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ 7 مقھى

こおろぎ こ￢おろぎ حشرة الجداجد/  صرصور الحقل  3

こくさいでんわ（します）（【～する3】） こくさいで￢んわ 14 مكالمة دولية

こけし こけし￣ (دمية يابانية اسطوانية الشكل) دمية كوكيشي  10

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ (مصطلح مھذب) زواج حضرتك  18

ここ ここ￣ 5 ھنا

ごご ご￢ご 4ス بعد الظھر

こし こし￣ خصر/ أسفل الظھر 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん (لسيدة أخرى) زوج  1

こたえ こた￢え 16 إجابة

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す 16 يجيب 

こたつ こたつ￣ (منضدة منخفضة و لھا مصدرحرارة من االسفل وبطانية) كوتاتسو  3

こちら こちら￣ (مصطلح مھذب) ھنا  14

こちらこそ こちらこ￢そ وأنا أكثر/ وأنا أيضا 14

こっち こっち￢ 4 ھنا

コップ コップ￣ 11 كوب

こと こと￢ شيء/  أمر 2

こども こども￣ 2 طفل

こどもたち こども￢たち 3ス أطفال

この この￣ ھذه الـ/  ھذا الـ  5

ごはん ご￢はん 15 وجبة

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー 14 ينسخ

コピーき コピ￢ーき 14 آلة نسخ

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ 11 كيس القمامة

これ これ￣ ھذه/  ھذا  14

これからも これからも￢ 18 من اآلن فصاعد

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ (للزمن)~ حوالي 3

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す يعطب/  ينكسر 14

こんど こ￢んど 15ス المرة القادمة

こんにちは こんにちは￢ 4ス مرحبا

コンピューター コンピュ￢ーター 14 الحاسوب

こんぶ こ￢んぶ 12 األعشاب البحرية

さいきん さいきん￣ 15ス مؤخرا

サイクリング サ￢イクリング 2 ركوب الدراجات

さいご さいご األخير/  أخيرا 15ス

サイト サイト￣ 9 موقع إلكتروني

さ
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さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

13 السيدة سايتو

さかな 魚 さかな￣ 8 سمك

さくら さくら￣ 3ス زھرة الكرز

サッカー)します）（【～する3】） サ￢ッカー (كرة القدم) يلعب  2

ざっし ざっし￣ 10 مجلة

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ 4 سابورو

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん 2 السيدة ساتو

さま／～さま ～様 ―――  (～さん المعادل المھذب ل)اآلنسة / السيدة/ السيد 13

さむい さむ￢い بارد (طقس)  3

さら さら￣ صحن/  طبق  11

サラダ サ￢ラダ 11 سلطة

さん／～さん ――― اآلنسة/ السيدة /  السيد  1

サンドイッチ サンドイ￢ッチ 11 شطيرة

サンパウロ サンパ￢ウロ 4 ساو باولو

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ 2 يتمشَّى

じ／～じ ～時 ～￢じ ~ الساعة  7

しあい しあい￣ (رياضية) مباراة  2

しあわせ（な） しあわせ￣ 18 سعيد

シート シ￢ート (مشمع مضاد للمياه) مالءة  11

じかん じかん￣ 7 الوقت

じかん／～じかん ～じ￢かん (ساعات)ساعة ~ / الوقت 5

じこしょうかい じこしょ￢うかい التعريف بالنفس/  مقدمة ذاتية 2

しごと しごと￣ وظيفة/  عمل  1

じさ じ￢さ 13 فارق التوقيت

ししゃ し￢しゃ 13 فرع شركة

ししゅう ししゅう￣ 10 تطرز

じしょ じ￢しょ 9 قاموس

しずか（な） し￢ずか 5 ھادئ

しつもん しつもん￣ 16 سؤال

シドニー シ￢ドニー 4 سيدني

じぶん じぶん￣ (لألشخاص)ذات /  نفس 14

します 【～する3】 しま￢す 1 يفعل

します（～に） 【～する3】 しま￢す يقرر فعل/  يجعل  11

じむ じ￢む 14 أعمال مكتبية

ジム ジ￢ム 16 قاعة رياضة

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ إذا/  حسنا  3

ジャカルタ ジャカルタ￣ 4 جاكرتا

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け 12 سمك السالمون

しゃしん しゃしん￣ 2 صورة فوتوغرافية

しゃちょう しゃちょう￣ 14 رئيس الشركة

シャツ シャ￢ツ 17 قميص

シャワー シャ￢ワー 13ス دش

しゅう しゅ￢う 10 أسبوع

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ يحصل على وظيفة/  يبحث عن  17

ジュース ジュ￢ース 11 عصير

じゅうたい じゅうたい￣ 7 ازدحام المرور

しゅうまつ しゅうまつ￣ 16 نھاية األسبوع

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか 13 اليوم الرابع عشر من الشھر

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ تلد/  تضع  17

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ 10 الذھاب في رحلة عمل

しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ انطالق/  ينطلق  13

しゅふ しゅ￢ふ 1 ربة منزل

しゅみ しゅ￢み 2 ھواية

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ تقدم/  يقدم  1ス

しょうがっこう しょうが￢っこう 9 المدرسة االبتدائية

しょうぎ しょうぎ￣ (الشطرنج الياباني) شوجى  2

じょうず（な） じょうず￢ بارع/  يجيد  17ス

じょうば じょうば￣ 2 ركوب الخيل

しょうらい しょ￢うらい 10 المستقبل

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ 16 يھرول

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ 8 تناول وجبة طعام

しょっぱい しょっぱ￢い 12 مالح

じょやのかね じょ￢やのかね 3 رنين أجراس المعبد عشية رأس السنة

しります 【しる1】 しりま￢す 13 يعرف

さ

し
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しろ し￢ろ 11 اللون األبيض

しろい しろ￢い 6 أبيض

じん／～じん ～じん ～￢じん (جنسية)~  أفراد من  1

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￣

13 السيد شينيتشي

しんごう しんごう￣ 6 إشارة المرور

しんこきゅう しんこ￢きゅう 15ス التنفس بعمق

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ 5 شينجوكو

しんせき しんせき￣ 1 أقارب

すい（すいようび） 水 す￢い 13 األربعاء

すいえい すいえい￣ 2 السباحة

すいかわり すいか￢わり 3 لعبة كسرالبطيخ

すいじょうバス すいじょうバ￢ス 8 عبارة مائية

すいぞくかん すいぞく￢かん 8 حديقة األحياء البحرية

すいます 【すう1】 すいま￢す يستنشق/  يتنفس  15

すいます 【すう1】 すいま￢す 16 يدخن 

スープ ス￢ープ 12 حساء

スカイツリー スカイツリ￢ー 8ス برج طوكيو سكاي تري

すき（な） すき￢ يفضل/  يحب  2

スキー スキ￢ー 3 التزحلق على الثلج

すきます 【すく1】 すきま￢す يجوع/ غيرمزدحم/  يفرغ  13

すぐ す￢ぐ 6 على الفور

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

13 جدول

すごい すご￢い عظيم/  رائع  4

すこし すこ￢し قليال/  بعض الشيء 1

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ 1 السيد سوزوكي

すずしい すずし￢い (لطيف بارد) طقس  3

スタッフ スタ￢ッフ 14 طاقم عمل

ずっと ずっと￣ 13ス طوال الوقت

すっぱい すっぱ￢い 12 حامض

ステージ ステ￢ージ مرحلة/  مسرح  10

すてき（な） すてき￣ جميل/ رائع/  خالب 17

ストレス スト￢レス 15ス ضغط

スペイン スペ￢イン 9 إسبانيا

スペインご スペインご￣ 9 اللغة اإلسبانية

スポーツ スポ￢ーツ 16 الرياضة

すみます 【すむ1】 すみま￢す 1 يعيش

すみません すみませ￢ん 6 المعذرة

せいかつ 生活 せいかつ￣ 10 المعيشة

セーター セ￢ーター 17 سترة

せかい 世界 せ￢かい 4 عالم

せかいいち （世界一） せか￢いいち 8 األول في العالم

せなか せなか￣ 15 ظھر

ぜひ ぜ￢ひ أرجو أن تفعل/  أشجعك على 5

せみ せみ￣ 3 حشرة الزيز

せんしゅう せんしゅう￣ 4 األسبوع الماضي

ぜんぜん ぜんぜん￣ قَط/  على اإلطالق 9ス

センチ／～センチ ～セ￢ンチ 4 سنتيمتر

そう そ￢う 2 صحيح

ソウル ソ￢ウル 4 سيول

ソーセージ ソーセ￢ージ 10 نقانق

そして そして￣ 4ス ثم

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ (من المدرسة) يتخرج  17

そっち そっち￢ ھناك/  من ھناك  4

そと そ￢と 11 الخارج

その その￣ 9 ذاك الـ

そふ そ￢ふ 1 جدي

そぼ そ￢ぼ 1 جدتي

それ それ￣ 12 ذاك

それから それから￢ 5ス بعد ذلك

それじゃあ／それでは それじゃ￢あ／それで￢は أراك حقا/  إذا 14

タイ タ￢イ 10 تايالند

だい～ 第～ だ￢い～ 13 رقم

し
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だいがく だいがく￣ 9 الجامعة

たいしかん たいし￢かん 6 سفارة

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ 7 حسنا

タイじん タイ￢じん 10ス الشعب التايالندى

だいすき（な） だ￢いすき 10ス يعجبني كثيرا

たいせつ（な） たいせつ￣ 18 مھم

たいせつに します たいせつに しま￢す 18 يعتني بشئ

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ 15 عمل التمارين الرياضية

だいたい だいたい￣ 3 بشكل عام

たいへん（な） たいへん￣ صعب/  متعب  4

たうえ たうえ￢ 3 زراعة االرز

タウン タ￢ウン 5 مدينة

たかい たか￢い 5 غالي الثمن

たかい たか￢い 6 عالي

たかく（たかい） た￢かく ٍّ 15 بعلو 

たくさん たくさん￣ 5ス كثير

たこあげ たこ￢あげ 2 تحليق طائرة ورقية

タコス タ￢コス (طعام مكسيكي) تاكو  10

たてもの たて￢もの 6 مبنى

たとえば たと￢えば مثال/  على سبيل المثال  17

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ 2 السيد تاناكا

たのしい たのし￢い 5 ماتع

たのしみ たのし￢み التطلع إلى شيء ما/  المتعة  7

たばこ たばこ￣ 16 تبغ

たぶん た￢ぶん محتمل/  ربما  4ス

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す 8 يأكل

たべもの 食べもの たべ￢もの 3 طعام

たまご 卵 たま￢ご 12 بيض

たまごやき 卵やき たまごやき￣ (على الطريقة اليابانية )بيض ملفوف /  أومليت  11

だめ（な） だめ￢ !ال تفعل /  غير مسموح 3ス

タワー タ￢ワー 6 برج

たんご たんご￣ 9 كلمة

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび 17 عيد ميالد

ダンス ダ￢ンス 10 رقص

たんぼ たんぼ￣ 3 حقل األرز

ちいさい 小さい ちいさ￢い 8ス صغير

チーズ チ￢ーズ 12 جبن

チーム チ￢ーム 2ス فريق

チェス チェ￢ス 2 شطرنج

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク 13 يتفحص

ちかい ちか￢い 8ス قريب

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す مختلف/  خطأ  9

ちかく ち￢かく、ちか￢く 5ス عن قرب

チキンカレー チキンカ￢レー 2 كاري الدجاج

ちず ち￢ず 10 خريطة

ちち ち￢ち、ちち￢ 1 أبي

チヂミ チヂミ￣ (فطائر مالحة وھي أكلة كورية) شيجيمي  10

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ في أثناء/  خالل  14ス

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう 9 المدرسة المتوسطة

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく 1 الصين

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ 1 اللغة الصينية

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ 2 فائق الـ

チョコレート チョコレ￢ート 11 شوكوالتة

ちょっと ちょ￢っと لحظة/  قليال  5

つうやく つ￢うやく ترجمة تتابعية/  مترجم تتابعي  10

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す 9 يستخدم

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す 13 يتعب

つき )月） つき￢ 10 شھر

つぎ つぎ￢ 16 التالي

つきじ 築地 つきじ￣ (مقاطعة) تسوكيجي  5

つきます 【つく1】 つきま￢す 13ス يصل

つきみ )月見） つきみ￣ 3 مشاھدة القمر

つくります 【つくる1】 つくりま￢す 2 يصنع

つけもの つけもの￣ 12 مخلل

た
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つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す يبلغ/  يخبر 14

ツナ ツ￢ナ 12 تونة معلبة

つま つ￢ま 1 زوجتي

つもります 【つもる1】 つもりま￢す يتكوم/  يتراكم  4

つゆ つゆ￣ 3 موسم المطر

つよい つよ￢い 4ス قوي

て て￢ 15 يد

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す 7 يخرج

できます 【できる2】 できま￢す 1 يستطيع

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す 10 يساعد

デパート デパ￢ート 6 متجر متعدد األقسام

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す (الماء الساخن) يخرج  13ス

でむかえ でむかえ￣ 13 استقبال شخص ما

でも で￢も 12 لكن

てんき て￢んき 3 الطقس

でんき で￢んき كھرباء/  ضوء  13

でんきてん でんき￢てん 5 متجر لإللكترونيات

でんしじしょ でんしじ￢しょ 9 قاموس إلكتروني

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ 7 قطار

てんぷら てんぷら￣ 8 تمبورا

でんわ )電話） でんわ￣ 10 ھاتف

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう 13 رقم ھاتف

ど／～ど ～￢ど 3 درجة حرارة

ドイツ ド￢イツ 9 ألمانيا

ドイツご ドイツご￣ 9 اللغة األلمانية

ドイツじん ドイツ￢じん 10ス الشعب األلماني

どう ど￢う ما رأيك/  كيف 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ 1 طوكيو

どうして ど￢うして 3 لماذا

どうぞ ど￢うぞ 9 تفضل

とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ يصل/  الوصول 13

どうぶつ どうぶつ￣ 8 حيوان

どうぶつえん どうぶつ￢えん 5 حديقة حيوانات

どうも ど￢うも شكرا جزيال/  أھاًل  6

どうやって ど￢うやって 6ス كيف

とおい とおい￣、とお￢い 5 بعيد

とおか )十日( とおか￣ 13 اليوم العاشر من الشھر

とおり とおり￢ 6 شارع

とき )時） とき￢ 2 الوقت

ときどき ときどき￢ 10 بعض األوقات

とくい（な） とく￢い أُجيد/  بارع  2

どくしょ （読書） ど￢くしょ 2 القراءة

とくに と￢くに 2 خصوصا

とけい とけい￣ 17 ساعة

どこ ど￢こ 6 أين

どっち ど￢っち (للتخيير بين شيئين، أسلوب غير رسمي) أيھما  11

とても とても￢ 3 جدا

となり となり￣ 6ス بجانب

どの ど￢の (للتخيير بين أكثر من ثالثة)~  أي  5

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

16 كم

トマト ト￢マト 12 طماطم

とまります 【とまる1】 とまりま￢す 7 يقف

ともだち ともだち￣ 2 صديق

とやま 富山 と￢やま 4 توياما

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび 7 السبت

ドライバー ドライバー￣ 13 سائق

ドライブ ドラ￢イブ 2 قيادة

ドラマ ド￢ラマ 10 الدراما

とります 【とる1】 とりま￢す (صورة) يلتقط  2

どれ ど￢れ (من ثالثة أو أكثر) أي واحد  8ス

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング 16 تدريب

どんな ど￢んな 2 أي نوع ؟

なか な￢か 10 داخل

つ
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ながい なが￢い 13ス طويل

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

1 السيدة ناكامورا

なし（ない） な￢し 13ス ال يوجد

なつ なつ￢ 3 الصيف

なつやすみ なつや￢すみ 3ス عطلة الصيف

なに／なん な￢に／な￢ん 2 ماذا

なにか な￢にか 16 شئ ما

なにも なにも￣ ال شئ 16

なべりょうり なべりょ￢うり (أكلة يابانية) طبخة في  ِقدر واحد على المائدة  3

なまえ なまえ￣ 9 اسم

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す 10 يتعلم

なります)～に／～く）　【なる1】 なりま￢す 2 يصبح

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す 17 يليق بـ

にがて（な） にがて￣ ضعيف في/ ال يجيد/  ال يحبذ  3

にぎやか（な） にぎ￢やか نشيط/   حيوي  5

にしぐち 西口 にしぐち￣ 5 المخرج الغربي

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ 13 اليوم الرابع والعشرون من الشھر

にち／～にち ～日 ――― 13 يوم

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち 7 األحد

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん 1 اليابان

にほんご 日本語 にほんご￣ 1 اللغة اليابانية

にほんしゅ にほんしゅ￣ نبيذ األرز/  الساكي الياباني  11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん 1 الشعب الياباني

にます【にる1】 にま￢す 9 مشابه

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ 17 يدخل المدرسة

にゅうがくしき にゅうがく￢しき 3 حفل دخول المدرسة

ニューヨーク ニューヨ￢ーク 4 نيويورك

にん／～にん )～人( ――― (عداد لألشخاص)شخص  ~  1

にんぎょう にんぎょう￣ 2 دمية

ネクタイ ネ￢クタイ 17 رابطة عنق

ネックレス ネ￢ックレス 17 قالدة

ねます【ねる2】 ねま￢す 15 الذھاب الى النوم

ねん 年 ね￢ん 10 عام

ねん／～ねん ～年 ――― 9 عام

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ 2 السيد نودا

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す 15 يشرب

のみもの 飲みもの のみ￢もの 11 مشروبات

のります 【のる1】 のりま￢す 8 يركب

は は￢ أسنان/  سن  15

パーティー パ￢ーティー 18 حفل

はい は￢い 4 نعم

はいります 【はいる1】 はいりま￢す 15 يدخل

はきます 【はく1】 はきま￢す (يخرج النفس) يزفر  15

はくぶつかん はくぶつ￢かん 6 متحف

はし はし￢ 6 جسر

はし は￢し 11 عودان لألكل

はじめまして はじめま￢して 2 تشرفت بمعرفتك

ばしょ ばしょ￣ 7 مكان

はしります 【はしる1】 はしりま￢す 16 يجري

バス バ￢ス 5 حافلة

パソコン パソコン￣ 14 حاسوب

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す 1 يعمل

はつおん はつおん￣ 9 النطق

はつか )二十日( はつか￣ 13 اليوم العشرون من الشھر

バッハ バ￢ッハ 2 يوھان سباستيان باخ

はな はな￢ 3 زھرة

はな はな￢ 15 أنف

はなし （話） はなし￢ حديث/  قصة 10ス

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す 1 يتكلم

バナナ バ￢ナナ 11 موز

はなび は￢なび 3 ألعاب نارية

はなみ はなみ￢ 3 مشاھدة أزھار الكرز

はは は￢は 1 أمي

ははは ――― (صوت ضحكة) ھھھ  7ス
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ことば かんじ アクセント アラビアご か

ハム ハ￢ム 12 لحم خنزير مصنع

はやい はや￢い 5 باكر

はやく（はやい） は￢やく ً/  باكًرا سريعا 15

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ 5 ھاراجوكو

はる は￢る 3 الربيع

バルセロナ バルセ￢ロナ 2ス برشلونة

はれ はれ￢ 4 مشمس

はれます 【はれる2】 はれま￢す 4 تُشمس

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー 17 عيد الحب

ハロー ハ￢ロー 2 مرحبا

はん／～はん ～半 ～は￢ん (للوقت)ونصف /  نصف  13

ばんごう )番号） ばんご￢う 13ス رقم

ひ （日） ひ￢、ひ￣ 17 يوم

ビール ビ￢ール جعة/ بيرة  11

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ 5 المخرج الشرقي

ピクニック ピ￢クニック 11 نزھة

ピクルス ピ￢クルス 12 مخلالت

ひさしぶり ひさしぶり￣ 4 لم أرك منذ فترة طويلة

びじゅつかん びじゅつ￢かん 8 متحف الفن

ひしょ ひ￢しょ 14 سكرتير

ひだり ひだり￣ 6 يسار

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ (منزل جديد) ينتقل إلى  18

ひつよう（な） ひつよう￣ 18 ضروري

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ أشخاص/  شخص  5

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ (لألشياء) واحد  6

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ 6 األول

ひま（な） ひま￣ 2 متفرغ

ひまわり ひま￢わり 3 دوار الشمس

びょういん びょういん￣ 1 مستشفى

ひらがな ひらが￢な (حروف يابانية) ھيراغانا  9

ひる ひる￢ الظھيرة/  النھار  13ス

ビル ビ￢ル 6 مبنى

ひろい ひろ￢い 5 واسع

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ (أكلة روسية) بيروشيكي  10

びん び￢ん 13 رحلة طائرة

ファックス ファ￢ックス 14 فاكس

ファッション ファ￢ッション 5ス الموضة

フィリピン フィ￢リピン 10 الفلبين

プール プ￢ール 16ス حمام سباحة

ふうん ――― فھمت/  أحقا  1

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す 4 يھبُّ

ふくおか 福岡 ふく￢おか 4 فوكوكا

ふじさん （富士山） ふ￢じさん 5 جبل فوجي

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ (لألشياء) اثنين  6

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ 6 الثانية

ふたり （二人） ふたり￢ 1ス شخصان

ぶどう ぶどう￣ 3 عنب

ぶどうがり ぶどうがり￣ 3 قطف العنب

ふね ふ￢ね 8 سفينة

ふふふ ――― (ضحكة تستخدمھا السيدات) ھي ھي ھي  17ス

ふゆ ふゆ￢ 3 الشتاء

フライト フライト￣ 13 رحلة جوية

ブラジル ブラジル￣ 1 البرازيل

フランス フランス￣ 9 فرنسا

フランスご フランスご￣ 9 اللغة الفرنسية

ふります 【ふる１】 ふりま￢す تثلج/  تمطر  3

プリントアウト（します）（【～する3】） プリントア￢ウト 14 يطبع

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ 2 كعكة الفاكھة

プレゼント プレ￢ゼント 17 ھدية

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん  ~ دقائق/ دقيقة 7

ぶん ぶ￢ん 9 جملة

ぶんか 文化 ぶ￢んか 9 الثقافة

ぶんぽう ぶんぽう￣ 9 القواعد اللغوية

へいきん へいきん￣ 3 متوسط
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へえ ――― أحقا ؟/ واو 1

ペキン （北京） ペ￢キン 4 بكين

へや へや￢ 17 حجرة

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ 14 بطالقة

ペン ペ￢ン 14 قلم

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ 1 يدرس

べんり（な） べ￢んり ل/  مفيد يَُسھ ِ 5

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド 17 حبيب

ほか ほか￣ 11 آَخر

ほそながい ほそなが￢い 6 طويل ونحيف

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう 4ス ھوكايدو

ポテトチップス ポテトチ￢ップス 11 رقائق البطاطس

ホテル ホ￢テル 1 فندق

ポルトガル ポルトガル￣ 1 البرتغال

ポルトガルご ポルトガルご￣ 1 اللغة البرتغالية

ほん ほ￢ん 10ス كتاب

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― 13ス عداد لألشياء النحيفة والطويلة

ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう 9ス اليوم يوم عطلة

ほんしゃ ほ￢んしゃ 13 المكتب الرئيسي

ほんとう ほんとう￣ الحقيقة/  حقا  10ス

ほんとに ほんとに￣ 12ス حقا

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ 10 يترجم

まあ ま￢あ (أداة تعجب غالبا يستخدمھا النساء) أوه  17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ 13 ال بأس به

まいあさ ま￢いあさ 16 كل صباح

まいにち ま￢いにち 4 كل يوم

まえ ま￢え 7 األمام

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん 1 السيدة ماو

まがります 【まがる1】 まがりま￢す (يسار/ يمين ) ينعطف  6

まげます 【まげる2】 まげま￢す 15 يلوي

まず ま￢ず 10ス أوال

また また￢ مجددا/  أيضا  7

まだ ま￢だ 8 ليس بعد

まち まち￢ 5 مدينة

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ موعد/  لقاء  7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す 7 يخطىء

まちます 【まつ1】 まちま￢す 7 ينتظر

まっすぐ（な） まっす￢ぐ 6 مباشرة

まつり まつり￣ 3 مھرجان

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す 7 يتوه

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん 1 السيدة ماري

まるい まるい￣、まる￢い 6 مستدير

マレーシア マレ￢ーシア 10 ماليزيا

まわします 【まわす1】 まわしま￢す يلُف/  يدير 15

まんじゅう まんじゅ￢う 12 كعكة على البخار بمعجون الفول األحمر الحلو

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す 6 يمكن رؤيته

みおくり みおくり￣ 14 توديع

みぎ みぎ￣ 6 اليمين

みず 水 みず￣ 8 ماء

みせ みせ￢ 5 متجر

みち みち￣ 6 طريق

みなさん みな￢さん جميعا/  الكل  14

ミニレッスン ミニレッ￢スン 10 درس صغير

みます 【みる2】 見ます みま￢す 2 ينظر

みみ みみ￢ 15 أذن

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ 10 الحرف الشعبية

みんな みんな￢ 18 كل واحد

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す 13 يستقبل شخصا في المطار أو المحطة وما إلى ذلك

むこう むこ￢う、むこう￣ (الشخص الذي على الجھة األخرى من الھاتف) الجھة المقابلة  10ス

むしあつい むしあつ￢い 3 جو حار و رطب

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

9 صعب

むすこ むすこ￣ 1 ابني

むすこさん むすこさん￣ (شخص آخر) ابن  1

むすめ むすめ￢ 1 ابنتي
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むすめさん むすめさん￣ (شخص آخر) ابنة  1

むね むね￢ 15 صدر

むり（します）（【～する3】） む￢り يحمل نفسه ما ال يطيق/  يرھق نفسه  15

ムルタバ ムルタバ￣ (أكلة ماليزية) مطبَّق  10

め め￢ 15 عين

メール メール￣ 13 بريد إلكتروني

メキシコ メキシコ￣ 10 المكسيك

めずらしい めずらし￢い 8 نادر

メモ メ￢モ مذكرة/  مالحظات  11

もう も￢う 8 بالفعل

もう もう￣ 9 أف 

モーターズ モ￢ーターズ (اسم شركة وھمية) موتورز 13

もじ も￢じ 9 حرف

もしもし も￢しもし (على الھاتف) مرحباً  4

モスクワ モスクワ￣ 4 موسكو

もちます 【もつ1】 もちま￢す 11 يحمل

もちろん もち￢ろん 8ス بالطبع

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す يحمل معه/  يأخذ معه   11

もの もの￢ 11 األشياء

もみじ も￢みじ 3 أوراق القيقب في الخريف

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ يحصل على/  يأخذ 13

もんだい もんだい￣ مشكلة/  سؤال  13ス

やぎ／やぎさん )八木／八木さん( やぎ￣／やぎさん￣ 11 السيد ياجي

やけい やけい￣ 8 المشھد ليال

やさい やさい￣ 16 الخضروات

やさしい やさしい￣、やさし￢い 17ス سھل

やすい やす￢い 5 رخيص

やすみ 休み やすみ￢ 9ス عطلة

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す يتغيب/  يرتاح  13ス

やたい や￢たい عربة طعام/  كشك بائع متجول  8

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ 3 السيدة يامادا

やります 【やる1】 やりま￢す 15ス يفعل

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん 5ス السيدة يوكو

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく 6 مكتب بريد

ゆうめい（な） ゆうめい￣ 5 مشھور

ゆき ゆき￢ 4 ثلج

ゆっくり ゆっく￢り بتريُّث/  على مھل  15

ようこそ よ￢うこそ 13 اھال بك

ヨガ ヨ￢ガ 16 اليوجا

よかったら よ￢かったら إذا أردت/  إذا أحببت  12

よく よ￢く أحيانا كثيرة/  غالبا  2

よく よ￢く 4 جيًدا

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ 7 السيد يوشيدا

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す 9 يقرأ

よよぎ 代々木 よよぎ￣ 10ス يويوجي

よる よ￢る 5 ليل

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す 18 يَُسرُّ

よろしく よろしく￣ تحياتي./   سعيد بلقائك 14

ラーメン ラ￢ーメン 8 شعرية رامن

らいげつ )来月） ら￢いげつ 14 الشھر القادم

らいしゅう らいしゅう￣ 11 األسبوع القادم

ライトアップ ライトア￢ップ 8 أضواء

リスト リ￢スト 9 قائمة

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ 10 يدرس في منحة خارجية

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ 8 يغير عملة

りょうしん りょ￢うしん 1 الوالدان

りょうり 料理 りょ￢うり طبخ/  طبخة  2

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ يقوم برحلة/  يسافر  2

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス 16ス يسترخي

りんご りんご￣ 11 تفاح

れきし れきし￣ 8 تاريخ

レストラン レ￢ストラン 5 مطعم

レモン レ￢モン 12 ليمون

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ تمرين/  تدريب  9
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ローマ ロ￢ーマ 13ス روما

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス 4 لوس أنجيليس

ロシア ロ￢シア 10 روسيا

ロビー ロ￢ビー 7 ردھة

ロンドン ロ￢ンドン 4 لندن

わあ ――― 1 واو

ワイン ワ￢イン 11 نبيذ

わかい わか￢い شاب/  صغير 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す 5 يفھم

わさび わ￢さび 12 الوسابي

わたし わたし￣ 1 أنا

わたしたち わたし￢たち 1 نحن

わたります 【わたる1】 わたりま￢す 6 يعبر
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