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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　Índice de vocabulario    （五十音順　Orden alfabético japonés ）

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 スペインご か

あ／あっ ――― ah 6

ああ ――― aa.. 4

あいます 【あう1】 会います あいま￢す quedar/verse/reunirse con alguien 13

あおい あお￢い azul 6

あか あ￢か rojo 11

あかい あかい￣、あか￢い rojo 6

あかちゃん あ￢かちゃん bebé 17

あき あ￢き otoño 3

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara (barrio tecnológico de Tokio) 5

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

accesorios/complementos 2

あけます 【あける2】 あけま￢す abrir 18

あげます 【あげる2】 あげま￢す levantar 15

あげます 【あげる2】 あげま￢す dar 17

あさ あ￢さ mañana (parte del día), por la mañana 5

あさごはん あさご￢はん desayuno 16

あし あし￢ pie, pierna 15

あじ あじ￣ sabor 12

あじさい あじさい￣ hortensia 3

あした あした￢ mañana 4

あそこ あそこ￣ allí 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す divertirse/jugar 17

あたたかい あたたか￢い cálido 3

あたま あたま￢ cabeza 15

あたらしい 新しい あたらし￢い nuevo/a 13ス

あたり あ￢たり alrededores, vecindad 5

あつい あつ￢い calor 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す coleccionar, juntar, reunir 2

あと あ￢と después 8

あなた あな￢た usted 16

あに あ￢に mi hermano mayor 1

あね あね￣ mi hermana mayor 1

あの あの￣ eso 6

あのう ――― bueno…, esto… 7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い peligroso/a 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe (apellido japonés) 7

あまい あまい￣、あま￢い dulce 12

あまり あまり￣ no mucho, apenas 15

あみもの あみ￢もの hacer de punto, tejer 2

あめ あ￢め lluvia 3

アメリカ アメリカ￣ Estados Unidos 1

アラビアご アラビアご￣ idioma árabe 9

ありがとう あり￢がとう Gracias. 6

あります 【ある1】 ありま￢す haber/estar/existir 3

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す caminar 16

あれ あれ￣ aquello 6

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

encuesta 16

アンチョビ アンチ￢ョビ anchoa 12

いい い￢い bien 4

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ no 6

いいます 【いう1】 言います いいま￢す decir 9

いえ いえ￢ casa 16ス

いかが いか￢が Que tal~? 13

Marugoto: Lengua y cultura japonesa
Básico 1 (A2)  Actividades

あ

い

か ： ことばを はじめて 見る か　　ス ： スクリプトだけの ことば
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ことば かんじ アクセント スペインご か

いき い￢き respiración, aliento 15

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ir 5

イギリス イギリス￣ Reino Unido 10ス

いご い￢ご
Go (juego tradicional japonés de origen
chino, parecido a las damas)

2

いざかや いざかや￣ bar, taberna 5

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (apellido japonés) 1

いそがしい いそがし￢い (estar) ocupado/a 15ス

いたい いた￢い dolor 15

いただきます いただきま￢す ¡que aproveche! 12

イタリア イタリア￣ Italia 1

イタリアご イタリアご￣ italiano (idioma) 1

いちど いちど￢ una vez 9

いちばん いちばん￣ el primero/lo que más 3

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichirō (apellido japonés) 1

いつ い￢つ cuándo 3

いつか い￢つか algún día 10

いつごろ いつごろ￣ ¿Desde cuándo? ¿Cuándo más o menos~? 3

いっしょに いっしょに￣ juntos 5

いっぱい い￢っぱい lleno/a, mucho/s 12

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ estar lleno 12

いつまでも い￢つまでも para siempre 18

いねかり いね￢かり cosecha del/cosechar el arroz 3

いま い￢ま ahora 3

います 【いる2】 いま￢す haber/ser/estar/existir 8ス

いままでに いまま￢でに hasta ahora 9

いみ い￢み significado 9

いもうと いもうと￢ mi hermana menor 1

いもうとさん いもうとさん￣ hermana menor 1

いやあ ――― no (informal) 9ス

いりぐち いりぐち￣ entrada, puerta 7

いれます 【いれる2】 いれま￢す meter, introducir 10ス

いろ いろ￢ color 17ス

いろいろ（な） いろいろ￣ varios/as, diferentes 5

インド イ￢ンド India 10ス

う ――― oh! 15ス

ううん／うーん ――― sí 6ス

うえ うえ￣、うえ￢ encima 15ス

うえの 上野 うえの￣ Ueno (parque y zona de Tokio) 5ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん parque de Ueno 5

うおいちば うおい￢ちば mercado de pescados 5

ウォーキング ウォ￢ーキング walking, caminata (deporte) 16

うき う￢き estación de lluvias 3

うぐいす うぐ￢いす ruiseñor japonés 3

うけつけ うけつけ￣ recepción 14

うた うた￢ canción 10

うち うち￣ mi casa 1ス

うで うで￢ brazo 15

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す nacer 17ス

うめぼし うめぼし￣ ciruelas encurtidas (comida japonesa) 12

うれしい うれし￢い contento/a 18

え え￢ dibujo/cuadro 2

え／えっ ――― ¿eh? 5ス

エアロビクス エアロビ￢クス aeróbic 16

えいが えいが￣、え￢いが película 2

えいご えいご￣ inglés 1

ええ ――― sí (informal) 4

ええと／えっと／ええっと ――― esto…, a ver... 5ス

う

え
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ことば かんじ アクセント スペインご か

えき え￢き estación 5

えび えび￣ gambas 12

えびせんべい えびせ￢んべい
galleta de arroz con sabor a gamba (comida
japonesa)

12

えんげき えんげき￣ representación/función teatral 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い rico, delicioso 3

おいわい（いわい） おいわい￣ celebración, fiesta, festividad 17

おおい お￢おい mucho/a, numerosos/as 5

おおきい 大きい おおき￢い grande 6

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く grande (adverbio) 15

オーケー お￢ーけー ok, está bien, de acuerdo 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka 3ス

おかあさん おか￢あさん madre 1

おかげさまで おかげさまで￣ gracias a Dios. 4

おかし（かし） おか￢し dulces 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ dinero 10ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa (apellido japonés) 3

おくさん お￢くさん esposa/mujer 1

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す llegar tarde 7

おさけ（さけ） おさけ￣ bebida alcohólica/sake 11

おじ おじ￣ (mi) tío 1

おじいさん おじ￢いさん abuelo 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す enseñar, contar, explicar 9

おじさん おじさん￣ tío 1

おしゃれ（な） おしゃ￢れ de moda, elegante 5

おすし（すし） おす￢し sushi 8

おすすめ おすすめ￣ recomendación, sugerencia, especialidad 8

おせわ（せわ） おせ￢わ A su disposición 14

おそい おそい￣、おそ￢い lento/a 7

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ té 11

おつかれさま おつかれさま￣ buen trabajo 13

おっと おっと￣ mi esposo/marido 1

おとうさん おと￢うさん padre, esposo/marido 1

おとうと おとうと￢ mi hermano menor 1

おとうとさん おとうとさん￣ hermano menor 1

おどり おどり￣ baile, danza 10

おなか おなか￣ vientre, barriga 12

おなじ おなじ￣ igual, mismo 17ス

おにいさん おに￢いさん hermano mayor 1

おにぎり おに￢ぎり bola de arroz cocido (comida japonesa) 11

おねえさん おね￢えさん hermana mayor 1

おねがいします おねがいしま￢す por favor/ se lo ruego 11

おば おば￣ (mi) tía 1

おばあさん おば￢あさん abuela 1

おばさん おばさん￣ tía 1

おはよう おはよう￣ buenos días 4ス

オフィス オ￢フィス oficina 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ baño 15

オペラ オ￢ペラ ópera 1

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ comida para llevar, caja de comida 11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す recordar 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ recuerdo/souvenir 8

おめでとう おめでとう￣ felicidades / enhorabuena 18

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す pensar 18

おもしろい おもしろ￢い interesante 5

おもちゃ おも￢ちゃ juguete 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ agua caliente 13

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す nadar 16

おわり おわり￣ fín 15ス

お
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ことば かんじ アクセント スペインご か

おんがく お￢んがく música 2

か（かようび） 火 か￢ martes 13

ガーデニング ガーデニング￣ jardinería 2

カード カ￢ード tarjeta 18

かい／～かい ――― ~vez (contador para veces) 10

かいぎ 会議 か￢いぎ conferencia 13

がいこく がいこく￣ país extranjero 9

がいこくご がいこくご￣ idioma extranjero 2

かいしゃ かいしゃ￣ empresa/compañía 1

かいてき（な） かいてき￣ cómodo/a, agradable 13

かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprar 8

カイロ カ￢イロ El Cairo (nombre de ciudad en Egipto) 4

かお かお￣ cara 15

かぎ かぎ￢ llave 13

かきます 【かく1】 かきま￢す dibujar, escribir 2

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す dibujar, escribir 9

がくせい がくせい￣ estudiante 1

かざります 【かざる1】 かざりま￢す decorar, adornar 17

かします 【かす1】 かしま￢す prestar 9

かぜ かぜ￣ viento 4

かぞく か￢ぞく familia 1

かた か￢た hombro 15

カタカナ カタカ￢ナ katakana 9

がつ／～がつ ～月 ――― ～mes (nombre de cada mes) 3

かっこいい かっこい￢い moderno/a 2

かてい かてい￣ familia, hogar 18

かど か￢ど esquina 6

かばん かばん￣ mochila, bolsa 17

かぶき かぶき￣ kabuki (teatro clásico japonés) 10

からあげ からあげ￣
frito de pollo, pescado, verdura, etc.(comida
japonesa)

11

からい から￢い picante 12

カラオケ カラオケ￣ karaoke 2

からだ からだ￣ cuerpo 15

かります 【かりる2】 かりま￢す pedir/tomar prestado, alquilar 14

かれ か￢れ él, novio 17

カレー カレー￣ curry 2

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai (apellido japonés) 10

かわいい かわい￢い mono/a, bonito/a 2

かわりに かわりに￣ en su lugar 10

かんき か￢んき estación seca 3

かんこく 韓国 か￢んこく Corea 1

かんこくご かんこくご￣ coreano (idioma) 1

かんこくじん かんこく￢じん coreano/a (nacionailidad) 1

かんじ かんじ￣ kanji 9

かんたん（な） かんたん￣ básico, fácil, sencillo 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す esforzarse 5ス

き き￣
fuerza, energía, sentimiento (estado de á
nimo)

17ス

きに いります きに いりま￢す gustar, agradar 17ス

きおん きおん￣ temperatura (del ambiente) 3

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す escuchar, oir 2

きせつ き￢せつ estación (del año) 3

きって きって￣ sello (postal) 2

きっと きっと￣ seguramente, probablemente 18

きっぷ きっぷ￣ billete, entrada 10

きのう きの￢う、きのう￣ ayer 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す venir 7

きます 【きる2】 きま￢す vestir, poner 17

か

き
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ことば かんじ アクセント スペインご か

キムチ キ￢ムチ
kimchi, verduras encurtidas (comida
coreana)

12

きもち（が） いい きもちが い￢い es agradable, me siento bien 4

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Kiyama (apellido japonés) 7

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） de repente 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ leche 15

きゅうり きゅ￢うり pepino 12

きょう きょ￢う hoy 4

きょうし きょ￢うし profesor 10

きょうだい きょ￢うだい hermano/a(s) 1

きょうみ きょ￢うみ interés, interesarse 10

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す tener interés por ～ 10

きれい（な） き￢れい bonito, precioso 3

キロ／～キロ ～￢キロ ～kilo, ～kilómetro, ～kilogramo (contador) 16

ぎんこう ぎんこう￣ banco 6

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Ginza (barrio lujoso de Tokio) 5

キンパ キ￢ンパ kimbap (plato coreano) 12

くうこう 空港 くうこう￣ aeropuerto 13

くすり くすり￣ medicina 15

くだもの くだ￢もの fruta 3

くち (口） くち￣ boca 15

くに くに￣、～くに￢ país 3

くび くび￣ cuello (parte del cuerpo) 15

くもり くもり￢ nublado 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す nublarse 4

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

música clásica 2

クラス ク￢ラス clase 18

クリスマス クリス￢マス Navidad 17

グループ グル￢ープ grupo 16

くるま くるま￣ coche/automóvil 1

クロッポ ク￢ロッポ
Keropok, galleta con sabor de gamba
(comida indonesia)

12

ケーキ ケ￢ーキ tarta/pastel 11

ゲームセンター ゲームセ￢ンター sala de juegos/recreativos 5ス

げつ（げつようび） 月 げ￢つ lunes 13

けっこう（な） け￢っこう bastante/suficiente 12

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ boda(casarse) 17

げんき（な） げ￢んき animado/a, sano/a, fuerte, alegre 4

けんこう けんこう￣ salud 15

けんこうてき（な） けんこうてき￣ saludable 16

ご／～ご ～ご￣ (sufijo que indica idioma) 1

コイン コ￢イン moneda 2

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう número ～ (habitación, tren, revista, etc.) 13

こうえん こうえん￣ parque 5

こうきょ 皇居 こ￢うきょ Palacio Imperial de Japón 5

こうこう こうこう￣
escuela secundaria (3 años a partir de los 15
años de edad)

9

こうさてん こうさてん￣ cruce (de calle), intersección 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う fábrica 13

こうやって こうやって￢ de esta forma/así 15

コース コ￢ース curso (clase) 5ス

コート コ￢ート abrigo 3ス

コーナー コ￢ーナー esquina 10

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ taza para café 17

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ cafetería, tienda donde se vende café 7

こおろぎ こ￢おろぎ grillo 3

こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ
llamada telefónica internacional (hacer una
llamada internacional)

14

こけし こけし￣
Kokeshi (muñeca japonesa tradicional de
madera)

10

く

け

こ
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ことば かんじ アクセント スペインご か

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ matrimonio, boda (de otra persona) 18

ここ ここ￣ aquí 5

ごご ご￢ご pm, por la tarde 4ス

こし こし￣ caderas, riñones, cintura 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん esposo/marido 1

こたえ こた￢え respuesta, contestación 16

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す responder, contestar 16

こたつ こたつ￣
brasero japonés (mesa sobre una pequeña
calefacción)

3

こちら こちら￣ aquí, por aquí/en esta dirección 14

こちらこそ こちらこ￢そ igualmente 14

こっち こっち￢ aquí 4

コップ コップ￣ vaso 11

こと こと￢ hecho, asunto, cosa 2

こども こども￣ niño/a 2

こどもたち こども￢たち niños/as, hijos/as 3ス

この この￣ esto/e/a 5

ごはん ご￢はん arroz 15

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー copia, fotocopia (fotocopiar) 14

コピーき コピ￢ーき fotocopiadora 14

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ bolsa de basura 11

これ これ￣ esto 14

これからも これからも￢
desde ahora, a partir de ahora, de ahora en
adelante

18

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ sobre las ～ 3

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す romperse, destruirse, estropearse 14

こんど こ￢んど la próxima vez, esta vez 15ス

こんにちは こんにちは￢ hola 4ス

コンピューター コンピュ￢ーター ordenador 14

こんぶ こ￢んぶ alga konbu 12

さいきん さいきん￣ últimamente 15ス

サイクリング サ￢イクリング ciclismo 2

さいご さいご último/a 15ス

サイト サイト￣ sitio web 9

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saito (apellido japonés) 13

さかな 魚 さかな￣ pescado 8

さくら さくら￣ cerezo 3ス

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー fútbol (jugar al futbol) 2

ざっし ざっし￣ revista 10

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satō (apellido japonés) 2

さま／～さま ～様 ――― señor/a (keigo) 13

さむい さむ￢い frío 3

さら さら￣ plato 11

サラダ サ￢ラダ ensalada 11

さん／～さん ――― Señor/a (sufijo) 1

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandwich 11

サンパウロ サンパ￢ウロ San Paulo (nombre de ciudad en Brasil) 4

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ paseo(pasear) 2

じ／～じ ～時 ～￢じ (sufijo de hora) 7

しあい しあい￣ partido/encuentro 2

しあわせ（な） しあわせ￣ feliz 18

シート シ￢ート esterilla, hule 11

じかん じかん￣ tiempo, hora 7

じかん／～じかん ～じ￢かん hora (sufijo duración) 5

じこしょうかい じこしょ￢うかい autopresentación/ presentación personal 2

しごと しごと￣ trabajo 1

じさ じ￢さ diferencia horaria 13

ししゃ し￢しゃ sucursal 13

さ

し
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ししゅう ししゅう￣ bordado 10

じしょ じ￢しょ diccionario 9

しずか（な） し￢ずか tranquilo, silencioso 5

しつもん しつもん￣ pregunta 16

シドニー シ￢ドニー Sídney (nombre de ciudad en Australia) 4

じぶん じぶん￣ uno/a mismo/a 14

します 【～する3】 しま￢す hacer 1

します（～に） 【～する3】 しま￢す おちゃに　します　tomaré ocha. 11

じむ じ￢む trabajo de oficina 14

ジム ジ￢ム gimnasio 16

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ entonces, Bueno, 3

ジャカルタ ジャカルタ￣ Yakarta (nombre de ciudad en Indonesia) 4

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け salmón 12

しゃしん しゃしん￣ fotografía 2

しゃちょう しゃちょう￣ presidente de la empresa 14

シャツ シャ￢ツ camisa 17

シャワー シャ￢ワー ducha 13ス

しゅう しゅ￢う semana 10

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣
obtención de un empleo(obtener un puesto
de trabajo)

17

ジュース ジュ￢ース zumo 11

じゅうたい じゅうたい￣ atasco (de tráfico) 7

しゅうまつ しゅうまつ￣ fin de semana 16

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか día 14 13

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ dar a luz 17

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ hacer un viaje de negocios 10

しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣ partir, salir 13

しゅふ しゅ￢ふ ama de casa 1

しゅみ しゅ￢み afición/hobby 2

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ presentación (presentar) 1ス

しょうがっこう しょうが￢っこう escuela primaria 9

しょうぎ しょうぎ￣ shogi  (ajedrez japonés) 2

じょうず（な） じょうず￢ hábil, ser bueno en algo 17ス

じょうば じょうば￣ equitación 2

しょうらい しょ￢うらい futuro 10

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ jogging, footing  (salir a correr) 16

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣
comida (desayuno, almuerzo y cena), ～する
comer

8

しょっぱい しょっぱ￢い salado/a 12

じょやのかね じょ￢やのかね
las 108 campanadas de la víspera de año
nuevo

3

しります 【しる1】 しりま￢す saber, conocer 13

しろ し￢ろ blanco 11

しろい しろ￢い blanco 6

じん／～じん ～じん ～￢じん
habitante de ～ (sufijo para la nacionalidad o
contador de personas)

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￣

Shinichi (nombre japonés para chico) 13

しんごう しんごう￣ semáforo 6

しんこきゅう しんこ￢きゅう ejercicios respiratorios 15ス

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku (barrio céntrido de Tokio) 5

しんせき しんせき￣ pariente, familiar 1

すい（すいようび） 水 す￢い miércoles 13

すいえい すいえい￣ natación 2

すいかわり すいか￢わり juego de partir la sandía 3

すいじょうバス すいじょうバ￢ス barcaza (lit. "autobús acuático") 8

すいぞくかん すいぞく￢かん acuarium 8

すいます 【すう1】 すいま￢す contar 15

スープ ス￢ープ sopa 12

スカイツリー スカイツリ￢ー Sky Tree (nombre de torre en Tokio) 8ス

すき（な） すき￢ favorito/a, すきですgustar 2

す
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スキー スキ￢ー esquí 3

すきます 【すく1】 すきま￢す すいています estar vacio/a 13

すぐ す￢ぐ enseguida, inmediatamente 6

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

plan, programa 13

すごい すご￢い tremendo/a, extraordinario 4

すこし すこ￢し un poco 1

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki (apellido japonés) 1

すずしい すずし￢い fresco 3

スタッフ スタ￢ッフ staff , personal, plantilla 14

ずっと ずっと￣ todo el tiempo, continuamente, siempre 13ス

すっぱい すっぱ￢い ácido/a, agrio/a 12

ステージ ステ￢ージ escenario, tablado 10

すてき（な） すてき￣ bonito, maravilloso 17

ストレス スト￢レス estrés 15ス

スペイン スペ￢イン España 9

スペインご スペインご￣ idioma español 9

スポーツ スポ￢ーツ deportes 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す vivir, residir 1

すみません すみませ￢ん disculpe/gracias* 6

せいかつ 生活 せいかつ￣ vida cotidiana 10

セーター セ￢ーター jersey 17

せかい 世界 せ￢かい mundo 4

せかいいち （世界一） せか￢いいち número uno del mundo 8

せなか せなか￣ espalda 15

ぜひ ぜ￢ひ
a toda costa, sin falta (en contexto
recomendación o deseo)

5

せみ せみ￣ cigarra, chicharra 3

せんしゅう せんしゅう￣ la semana pasada 4

ぜんぜん ぜんぜん￣ en absoluto/completamente 9ス

センチ／～センチ ～セ￢ンチ centímetro 4

そう そ￢う así, de esa manera 2

ソウル ソ￢ウル Seúl 4

ソーセージ ソーセ￢ージ salchicha, embutido 10

そして そして￣ y/y entonces 4ス

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ graduación(graduarse) 17

そっち そっち￢ por ahí, en esa dirección (informal) 4

そと そ￢と fuera 11

その その￣ eso/e/a 9

そふ そ￢ふ (mi) abuelo 1

そぼ そ￢ぼ (mi) abuela 1

それ それ￣ eso 12

それから それから￢ después de eso 5ス

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／
それで￢は

quedamos en eso, ya hablamos (despedida) 14

タイ タ￢イ Tailandia 10

だい～ 第～ だ￢い～
(prefijo para númeración, por ejemplo, de
capítulos de un libro)

13

だいがく だいがく￣ universidad 9

たいしかん たいし￢かん embajada 6

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ estar bien, sin problema 7

タイじん タイ￢じん tailandés/a (nacionalidad) 10ス

だいすき（な） だ￢いすき gustar mucho/encantar 10ス

たいせつ（な） たいせつ￣ importante, cuidadosamente (adj) 18

たいせつに します たいせつに しま￢す
lo recibo con mucho gusto. (al recibir un
regalo)

18

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣
ejercicios físicos, gimnasia (hacer
ejercicio/gimnasia)

15

だいたい だいたい￣ más o menos 3

たいへん（な） たいへん￣ tremendo/a, grave, muy/mucho 4

たうえ たうえ￢ siembra/traspante del arroz 3

せ

そ

た
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タウン タ￢ウン
ciudad (normalmente utilizado para "nuevas
ciudades")

5

たかい たか￢い caro 5

たかい たか￢い alto 6

たかく（たかい） た￢かく alto (adv.) 15

たくさん たくさん￣ muchos 5ス

たこあげ たこ￢あげ volar la cometa 2

タコス タ￢コス tacos (comida mexicana) 10

たてもの たて￢もの edificio 6

たとえば たと￢えば por ejemplo 17

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka (apellido japonés) 2

たのしい たのし￢い divertido/a 5

たのしみ たのし￢み placer, たのしみです Me hace ilusión. 7

たばこ たばこ￣ tabaco, cigarrillo 16

たぶん た￢ぶん quizá/tal vez 4ス

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す comer 8

たべもの 食べもの たべ￢もの comida, alimento 3

たまご 卵 たま￢ご huevo 12

たまごやき 卵やき たまごやき￣ tortilla japonesa 11

だめ（な） だめ￢ no bueno, inútil, inservible 3ス

タワー タ￢ワー torre 6

たんご たんご￣ vocabulario 9

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび cumpleaños 17

ダンス ダ￢ンス danza/baile 10

たんぼ たんぼ￣ arrozal, campo de arroz 3

ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeño/a 8ス

チーズ チ￢ーズ queso 12

チーム チ￢ーム equipo 2ス

チェス チェ￢ス ajedrez 2

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク comprobación (comprobar) 13

ちかい ちか￢い cerca 8ス

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す equivocarse, diferenciarse 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く cercano/a 5ス

チキンカレー チキンカ￢レー curry de pollo 2

ちず ち￢ず mapa, plano 10

ちち ち￢ち、ちち￢ (mi) padre 1

チヂミ チヂミ￣ Jeon, tortilla coreana (comida coreana) 10

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ durante 14ス

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう
escuela secundaria (durante 3 años a partir
de los 12 años de edad)

9

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく China 1

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ chino (idioma) 1

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ ultra~, super~ (prefijo) 2

チョコレート チョコレ￢ート chocolate (para comer) 11

ちょっと ちょ￢っと un poco 5

つうやく つ￢うやく intérprete 10

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す usar, utilizar 9

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す cansarse 13

つき (月） つき￢ mes 10

つぎ つぎ￢ siguiente 16

つきじ 築地 つきじ￣ Tsukiji (nombre de barrio en Japón) 5

つきます 【つく1】 つきま￢す encenderse 13ス

つきみ (月見） つきみ￣ admirar la belleza de la luna 3

つくります 【つくる1】 つくりま￢す hacer, producir, fabricar, manufacturar 2

つけもの つけもの￣ encurtidos 12

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す decir, transmitir 14

ツナ ツ￢ナ atún 12

つま つ￢ま mi esposa/mujer 1

つもります 【つもる1】 つもりま￢す acumularse, apilarse, amontonarse 4

つゆ つゆ￣ estación de lluvias 3

ち

つ
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つよい つよ￢い fuerte, poderoso/a 4ス

て て￢ mano 15

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す salir (a la calle) 7

できます 【できる2】 できま￢す poder hacer 1

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ayudar 10

デパート デパ￢ート centro comercial/grandes almacenes 6

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す salir 13ス

でむかえ でむかえ￣ ir a buscar/recibir a alguien 13

でも で￢も pero 12

てんき て￢んき tiempo (atmosférico) 3

でんき で￢んき electricidad, luz eléctrica 13

でんきてん でんき￢てん tienda de electrodomésticos 5

でんしじしょ でんしじ￢しょ diccionario electrónico 9

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ tren 7

てんぷら てんぷら￣ tempura 8

でんわ (電話） でんわ￣ teléfono 10

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう número de teléfono 13

ど／～ど ～￢ど ～grados (sufijo de temperatura) 3

ドイツ ド￢イツ Alemania 9

ドイツご ドイツご￣ alemán (idioma) 9

ドイツじん ドイツ￢じん aleman/a (nacionalidad) 10ス

どう ど￢う cómo, qué tal 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokio 1

どうして ど￢うして ¿por qué? 3

どうぞ ど￢うぞ adelante 9

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

どうぶつ どうぶつ￣ animal 8

どうぶつえん どうぶつ￢えん zoológico, zoo 5

どうも ど￢うも gracias 6

どうやって ど￢うやって de qué forma (transporte) 6ス

とおい とおい￣、とお￢い lejano/distante 5

とおか (十日) とおか￣ día diez 13

とおり とおり￢ calle/avenida 6

とき (時） とき￢ cuando 2

ときどき ときどき￢ a veces 10

とくい（な） とく￢い ser bueno/fuerte en algo, especialidad 2

どくしょ （読書） ど￢くしょ lectura (hobby) 2

とくに と￢くに especialmente, particularmente, sobre todo 2

とけい とけい￣ reloj 17

どこ ど￢こ dónde 6

どっち ど￢っち cuál (coloquial) 11

とても とても￢ mucho 3

となり となり￣ al lado 6ス

どの ど￢の cúal/qué 5

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

cuánto 16

トマト ト￢マト tomate 12

とまります 【とまる1】 とまりま￢す pararse 7

ともだち ともだち￣ amigo/a 2

とやま 富山 と￢やま Toyama (nombre de ciudad en Japón) 4

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび sábado 7

ドライバー ドライバー￣ conductor 13

ドライブ ドラ￢イブ paseo en coche 2

ドラマ ド￢ラマ serie (TV), telenovela 10

とります 【とる1】 とりま￢す coger 2

どれ ど￢れ cuál 8ス

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング entrenamiento 16

どんな ど￢んな qué tipo 2

なか な￢か dentro 10

ながい なが￢い largo/a 13ス

て

と

な
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なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura (apellido japonés) 1

なし（ない） な￢し no haber/ ninguno 13ス

なつ なつ￢ verano 3

なつやすみ なつや￢すみ vacaciones de verano 3ス

なに／なん な￢に／な￢ん qué 2

なにか な￢にか algo 16

なにも なにも￣ nada 16

なべりょうり なべりょ￢うり guiso (cocinar varios alimentos en una olla) 3

なまえ なまえ￣ nombre 9

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す aprender 10

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す Llegar a ser, hacerse, convertirse 2

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す sentar/caer/venir/quedar bien 17

にがて（な） にがて￣ torpe, ser malo en algo 3

にぎやか（な） にぎ￢やか concurrido/a, animado/a, alegre 5

にしぐち 西口 にしぐち￣ salida/entrada oeste (boca, acceso...) 5

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ día 24 13

にち／～にち ～日 ――― día～ (sufijo de fecha) 13

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち domingo 7

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japón (nombre de país) 1

にほんご 日本語 にほんご￣ japonés (idioma) 1

にほんしゅ にほんしゅ￣ Sake, vino japonés de arroz 11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん japonés/a (nacionalidad) 1

にます【にる1】 にま￢す parecerse 9

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ entrada a la escuela(entrar a la escuela) 17

にゅうがくしき にゅうがく￢しき ceremonia de entrada a la escuela 3

ニューヨーク ニューヨ￢ーク
Nueva York (nombre de ciudad en Estados
Unidos)

4

にん／～にん (～人) ―――
(contador de persona o para indicar
nacionalidad)

1

にんぎょう にんぎょう￣ muñeca 2

ネクタイ ネ￢クタイ corbata 17

ネックレス ネ￢ックレス collar 17

ねます【ねる2】 ねま￢す dormir 15

ねん 年 ね￢ん año 10

ねん／～ねん ～年 ――― año ～ (contador) 9

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda (apellido japonés) 2

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す beber 15

のみもの 飲みもの のみ￢もの bebida 11

のります 【のる1】 のりま￢す subirse (a un medio de transporte) 8

は は￢ diente, muela 15

パーティー パ￢ーティー fiesta 18

はい は￢い sí 4

はいります 【はいる1】 はいりま￢す entrar 15

はきます 【はく1】 はきま￢す calzar 15

はくぶつかん はくぶつ￢かん museo 6

はし はし￢ puente 6

はし は￢し palillos 11

はじめまして はじめま￢す encantado/a de conocerle 2

ばしょ ばしょ￣ lugar 7

はしります 【はしる1】 はしりま￢す correr 16

バス バ￢ス autobús 5

パソコン パソコン￣ personal computer , ordenador 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す trabajar 1

はつおん はつおん￣ pronunciación 9

はつか (二十日) はつか￣ día veinte 13

バッハ バ￢ッハ
Johann Sebastian Bach (1685-1750,
Alemania)

2

はな はな￢ flor 3

はな はな￢ nariz 15

に

ね

の
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はなし （話） はなし￢ charla/conversación 10ス

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す hablar 1

バナナ バ￢ナナ plátano, banana 11

はなび は￢なび fuegos artificiales 3

はなみ はなみ￢
observación de las flores en primavera
(normalmente el cerezo)

3

はは は￢は (mi) madre 1

ははは ――― jajaja… (risa) 7ス

ハム ハ￢ム jamón 12

はやい はや￢い rápido / temprano 5

はやく（はやい） は￢やく rápidamente 15

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku (barrio de subculturas de Tokio) 5

はる は￢る primavera 3

バルセロナ バルセ￢ロナ Barcelona (nombre de ciudad en España) 2ス

はれ はれ￢ cielo despejado, buen tiempo 4

はれます 【はれる2】 はれま￢す despejarse, dejar de llover 4

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー día de San Valentín 17

ハロー ハ￢ロー Hello,  hola 2

はん／～はん ～半 ～は￢ん Media (hora) 13

ばんごう (番号） ばんご￢う número 13ス

ひ （日） ひ￢、ひ￣ día 17

ビール ビ￢ール cerveza 11

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ salida/entrada este (boca, acceso…) 5

ピクニック ピ￢クニック picnic 11

ピクルス ピ￢クルス encurtidos (estilo occidental) 12

ひさしぶり ひさしぶり￣ cuánto tiempo 4

びじゅつかん びじゅつ￢かん museo de arte 8

ひしょ ひ￢しょ secretario/a 14

ひだり ひだり￣ izquierda 6

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ mudanza(mudarse) 18

ひつよう（な） ひつよう￣ necesario/a, presico/a 18

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ persona 5

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uno (cantidad) 6

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ primero/a 6

ひま（な） ひま￣ estar libre, ocioso/a, desocupado/a 2

ひまわり ひま￢わり girasol 3

びょういん びょういん￣ hospital 1

ひらがな ひらが￢な hiragana 9

ひる ひる￢ de día, mediodía 13ス

ビル ビ￢ル edificio 6

ひろい ひろ￢い ancho/a 5

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ Pirozhki, empanadilla rusa (comida rusa) 10

びん び￢ん servicio (de transporte público), vuelo 13

ファックス ファ￢ックス fax 14

ファッション ファ￢ッション moda, de moda 5ス

フィリピン フィ￢リピン Filipinas 10

プール プ￢ール piscina 16ス

ふうん ――― ¡vaya! 1

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す soplar 4

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka (nombre de Japón) 4

ふじさん （富士山） ふ￢じさん Monte Fuji 5

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ dos (cantidad) 6

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ segundo/a 6

ふたり （二人） ふたり￢ dos personas 1ス

ぶどう ぶどう￣ uva 3

ぶどうがり ぶどうがり￣ recolección de uvas 3

ふね ふ￢ね barco 8

ふふふ ――― jujuju… (risilla ahogada) 17ス

ふゆ ふゆ￢ invierno 3

フライト フライト￣ vuelo 13

ひ

ふ
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ブラジル ブラジル￣ Brasil 1

フランス フランス￣ Francia 9

フランスご フランスご￣ francés (idioma) 9

ふります 【ふる１】 ふりま￢す caer, llover 3
プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト impresión(imrpimir) 14

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ Tarta de frutas 2

プレゼント プレ￢ゼント regalo 17

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん minuto～ (sufijo) 7

ぶん ぶ￢ん minutos 9

ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ gramática 9

へいきん へいきん￣ promedio 3

へえ ――― ehh/¿en serio? 1

ペキン （北京） ペ￢キン Pekin (nombre de ciudad en China) 4

へや へや￢ habitación 17

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣
(onomatopeya que significa hablar con
fluidez)

14

ペン ペ￢ン bolígrafo, pluma 14

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ estudio(estudiar) 1

べんり（な） べ￢んり
práctico/a, útil, conveniente, comodo/a,
funcional

5

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド novio 17

ほか ほか￣ otro/a 11

ほそながい ほそなが￢い delgado/a y largo/a, estrecho/a y largo/a 6

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaidô (isla norte de Japón) 4ス

ポテトチップス ポテトチ￢ップス patatas fritas (de bolsa) 11

ホテル ホ￢テル hotel 1

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal 1

ポルトガルご ポルトガルご￣ portugués (idioma) 1

ほん ほ￢ん libro 10ス

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― (contador para objetos alargados) 13ス

ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう está cerrado hoy. 9ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ oficina principal 13

ほんとう ほんとう￣ verdad 10ス

ほんとに ほんとに￣ verdaderamente, de verdad 12ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ traducción(traducir) 10

まあ ま￢あ Bueno, vaya.. 17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ más o menos, aceptable, 13

まいあさ ま￢いあさ cada mañana 16

まいにち ま￢いにち todos los días/diariamente 4

まえ ま￢え delante 7

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Mao (nombre japonés de chica) 1

まがります 【まがる1】 まがりま￢す girar, doblar, torcer 6

まげます 【まげる2】 まげま￢す doblar, torcer 15

まず ま￢ず primero, primeramente 10ス

また また￢ de nuevo 7

まだ ま￢だ todavía 8

まち まち￢ ciudad 5

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ cita (tener una cita) 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す equivocarse 7

まちます 【まつ1】 まちま￢す esperar 7

まっすぐ（な） まっす￢ぐ recto (dirección) 6

まつり まつり￣ festival tradicional japonés 3

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perderse 7

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari (nombre japonés de chica) 1

まるい まるい￣、まる￢い redondo 6

マレーシア マレ￢ーシア Malasia 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す girar 15

まんじゅう まんじゅ￢う bollo (dulce japonés) 12

へ

ほ

ま
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みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す verse 6

みおくり みおくり￣ ir a despedir a alguien 14

みぎ みぎ￣ derecha 6

みず 水 みず￣ agua 8

みせ みせ￢ tienda 5

みち みち￣ camino 6

みなさん みな￢さん todos (segunda y tercera persona) 14

ミニレッスン ミニレッ￢スン minilecciones 10

みます 【みる2】 見ます みま￢す ver/mirar 2

みみ みみ￢ oreja 15

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ artesanía 10

みんな みんな￢ todos 18

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す salir a encontrarse con alguien 13

むこう むこ￢う、むこう￣ otro lado 10ス

むしあつい むしあつ￢い bochornoso/a, sofocante 3

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difícil 9

むすこ むすこ￣ (mi) hijo 1

むすこさん むすこさん￣ hijo (de otra persona) 1

むすめ むすめ￢ (mi) hija 1

むすめさん むすめさん￣ hija (de otra persona) 1

むね むね￢ pecho 15

むり（します）（【～する3】） む￢り imposible (hacer imposibles) 15

ムルタバ ムルタバ￣
Murtabak, crepe relleno de carne picada
(comida malasia)

10

め め￢ ojos 15

メール メール￣ mail, correo electrónico 13

メキシコ メキシコ￣ México 10

めずらしい めずらし￢い poco común, raro/a 8

メモ メ￢モ memo, memorándum, nota, apunte 11

もう も￢う ya 8

もう もう￣ más, otra vez 9

モーターズ モ￢ーターズ motores (nombre de companía ficticia) 13

もじ も￢じ escritura, letra, carácter 9

もしもし も￢しもし ¿dígame? (al descolgar el teléfono) 4

モスクワ モスクワ￣ Moscú (nombre de ciudad en Rusia) 4

もちます 【もつ1】 もちま￢す llevar, tener, poseer 11

もちろん もち￢ろん por supuesto 8ス

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す llevar 11

もの もの￢ cosa 11

もみじ も￢みじ arce, hoja roja de arce 3

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ recibir 13

もんだい もんだい￣ pregunta 13ス

やぎ／やぎさん
（八木／八木さ
ん）

やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (apellido japonés) 11

やけい やけい￣ vista nocturna 8

やさい やさい￣ verdura 16

やさしい やさしい￣、やさし￢い amable 17ス

やすい やす￢い barato/a, económico 5

やすみ 休み やすみ￢ (día de) descanso/vacaciones 9ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す descansar 13ス

やたい や￢たい puesto (de venta), tenderete, chiringuito 8

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Yamada (apellido japonés) 3

やります 【やる1】 やりま￢す hacer, llevar, tener 15ス

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yūko (nombre japonés de chica) 5ス

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく oficina de correos 6

ゆうめい（な） ゆうめい￣ famoso/a, popular, conocido/a 5

ゆき ゆき￢ nieve 4

ゆっくり ゆっく￢り despacio 15

ようこそ よ￢うこそ bienvenido 13

め
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ヨガ ヨ￢ガ yoga 16

よかったら よ￢かったら si le parece bien 12

よく よ￢く con frecuencia, seguido 2

よく よ￢く bien 4

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida (apellido japonés) 7

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す leer 9

よよぎ 代々木 よよぎ￣ Yoyogi (nombre de barrio en Tokio) 10ス

よる よ￢る noche 5

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す alegrarse 18

よろしく よろしく￣ encantado/a, quedo a su disposición… 14

ラーメン ラ￢ーメン ramen 8

らいげつ (来月） ら￢いげつ el mes que viene 14

らいしゅう らいしゅう￣ la semana que viene 11

ライトアップ ライトア￢ップ iluminación con focos 8

リスト リ￢スト lista 9

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣
estudios en el extranjero (ir a estudiar al
extranjero)

10

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ cambio de moneda (cambiar divisas) 8

りょうしん りょ￢うしん padres (ambos, padre y madre) 1

りょうり 料理 りょ￢うり gastronomía/cocina, plato 2

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ viaje (viajar) 2

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス relajación(relajarse) 16ス

りんご りんご￣ manzana 11

れきし れきし￣ historia 8

レストラン レ￢ストラン restaurante 5

レモン レ￢モン limón 12

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ práctica(practicar) 9

ローマ ロ￢ーマ Roma (nombre de una ciudad de Italia) 13ス

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Los Ángeles (nombre de lugar) 4

ロシア ロ￢シア Rusia 10

ロビー ロ￢ビー lobby , vestíbulo 7

ロンドン ロ￢ンドン Londres (nombre de lugar) 4

わあ ――― ¡ala! 1

ワイン ワ￢イン vino 11

わかい わか￢い joven 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す comprender, entender 5

わさび わ￢さび wasabi (rábano picante japonés) 12

わたし わたし￣ yo 1

わたしたち わたし￢たち nosotros 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す cruzar, atravesar 6

れ
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