
 2022/04/04

『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　Szószedet （五十音順　Japán ábécérend）

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 はんがりーご か

あ／あっ ――― Ah! 6

ああ ――― Ó! 4

あいます 【あう1】 会います あいま￢す találkozik 13

あおい あお￢い kék 6

あか あ￢か piros 11

あかい あかい￣、あか￢い piros 6

あかちゃん あ￢かちゃん csecsemő 17

あき あ￢き ősz 3

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara 5

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

ékszerek, kiegészítők 2

あけます 【あける2】 あけま￢す kinyit 18

あげます 【あげる2】 あげま￢す emel 15

あげます 【あげる2】 あげま￢す ad 17

あさ あ￢さ reggel 5

あさごはん あさご￢はん reggeli 16

あし あし￢ láb 15

あじ あじ￣ íz 12

あじさい あじさい￣ hortenzia 3

あした あした￢ holnap 4

あそこ あそこ￣ ott 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す játszik, szórakozik 17

あたたかい あたたか￢い meleg, enyhe (idő) 3

あたま あたま￢ fej 15

あたらしい 新しい あたらし￢い új 13ス

あたり あ￢たり környék 5

あつい あつ￢い meleg, forró (idő) 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す összegyűjt 2

あと あ￢と után, később 8

あなた あな￢た te, ön 16

あに あ￢に báty(ám) 1

あね あね￣ nővér(em) 1

あの あの￣ az a, amaz 6

あのう ――― Hm... 7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い veszélyes 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe-szan 7

あまい あまい￣、あま￢い édes 12

あまり あまり￣
nem olyan gyakran, nem annyira sok, nem
nagyon

15

あみもの あみ￢もの kötés, horgolás 2

あめ あ￢め eső 3

アメリカ アメリカ￣ Amerika 1

アラビアご アラビアご￣ arab nyelv 9

ありがとう あり￢がとう Köszönöm. 6

あります 【ある1】 ありま￢す van (élettelen) 3

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す sétál 16

あれ あれ￣ az (ott) 6

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

kérdőív 16

アンチョビ アンチ￢ョビ szardella 12

いい い￢い jó 4

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ nem 6

いいます 【いう1】 言います いいま￢す mond 9

いえ いえ￢ ház, otthon 16ス

いかが いか￢が Mit szólna...? Hogy tetszik? 13

Marugoto – Japán nyelv és kultúra
Alapfok 1 Kacudó (A2)
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

いき い￢き lélegzet 15

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す megy 5

イギリス イギリス￣ Egyesült Királyság 10ス

いご い￢ご go (játék) 2

いざかや いざかや￣ (japán) kocsma 5

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Isikava, Isikava-szan 1

いそがしい いそがし￢い elfoglalt, sok dolga van 15ス

いたい いた￢い fáj 15

いただきます いただきま￢す Jó étvágyat! 12

イタリア イタリア￣ Olaszország 1

イタリアご イタリアご￣ olasz (nyelv) 1

いちど いちど￢ egyszer 9

いちばん いちばん￣ legelső, legjobb 3

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Icsiró, Icsiró-szan 1

いつ い￢つ mikor? 3

いつか い￢つか valamikor 10

いつごろ いつごろ￣ Mikortájt? 3

いっしょに いっしょに￣ együtt 5

いっぱい い￢っぱい sok, tele van 12

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ tele van, (jóllakott) 12

いつまでも い￢つまでも örökké 18

いねかり いね￢かり rizs betakarítása 3

いま い￢ま most 3

います 【いる2】 いま￢す van (élőlény) 8ス

いままでに いまま￢でに mostanáig 9

いみ い￢み jelentés, értelem 9

いもうと いもうと￢ húg(om) 1

いもうとさん いもうとさん￣ vki más húga 1

いやあ ――― Jaj, ne!, Dehogyis!, Nem hinném... 9ス

いりぐち いりぐち￣ bejárat 7

いれます 【いれる2】 いれま￢す berak 10ス

いろ いろ￢ szín 17ス

いろいろ（な） いろいろ￣ különböző, mindenféle 5

インド イ￢ンド India 10ス

う ――― u 15ス

ううん／うーん ――― Ummm, Hmmm; nem 6ス

うえ うえ￣、うえ￢ felette, rajta 15ス

うえの 上野 うえの￣ Ueno 5ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん Ueno Park 5

うおいちば うおい￢ちば halpiac 5

ウォーキング ウォ￢ーキング gyaloglás 16

うき う￢き esős évszak 3

うぐいす うぐ￢いす japán berkiposzáta, fülemüle 3

うけつけ うけつけ￣ recepció 14

うた うた￢ dal, ének 10

うち うち￣ otthon 1ス

うで うで￢ kar 15

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す (meg)születik 17ス

うめぼし うめぼし￣ pácolt japán szilva, umebosi 12

うれしい うれし￢い boldog, örül 18

え え￢ kép 2

え／えっ ――― Eh 5ス

エアロビクス エアロビ￢クス aerobik 16

えいが えいが￣、え￢いが film 2

えいご えいご￣ angol nyelv 1

ええ ――― Igen 4

ええと／えっと／ええっと ――― Szóval..., Izé 5ス

えき え￢き pályaudvar, állomás 5

い
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

えび えび￣ garnélarák 12

えびせんべい えびせ￢んべい garnélachips 12

えんげき えんげき￣ színház, színdarab 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い finom 3

おいわい（いわい） おいわい￣ ünneplés 17

おおい お￢おい sok 5

おおきい 大きい おおき￢い nagy 6

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く nagyra (nagy) 15

オーケー お￢ーけー OK, oké 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Oszaka 3ス

おかあさん おか￢あさん vki más anyja 1

おかげさまで おかげさまで￣ Hála neked, szerencsére 4

おかし（かし） おか￢し édesség 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ pénz 10ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogava, Ogava-szan 3

おくさん お￢くさん vki más felesége 1

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す késik 7

おさけ（さけ） おさけ￣ alkohol, szake (rizsbor) 11

おじ おじ￣ nagybácsi, bácsi 1

おじいさん おじ￢いさん nagyapa 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す tanít, megmond 9

おじさん おじさん￣ bácsi 1

おしゃれ（な） おしゃ￢れ divatos 5

おすし（すし） おす￢し szusi 8

おすすめ おすすめ￣ (éttermi) ajánlat 8

おせわ（せわ） おせ￢わ gondoskodás 14

おそい おそい￣、おそ￢い lassú, késő 7

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ (zöld) tea 11

おつかれさま おつかれさま￣ Köszönöm a fáradozásait! 13

おっと おっと￣ férj(em) 1

おとうさん おと￢うさん vki más apja 1

おとうと おとうと￢ öcs(ém) 1

おとうとさん おとうとさん￣ vki más öccse 1

おどり おどり￣ tánc 10

おなか おなか￣ has 12

おなじ おなじ￣ ugyanaz 17ス

おにいさん おに￢いさん vki más bátyja 1

おにぎり おに￢ぎり onigiri (rizsgombóc) 11

おねえさん おね￢えさん vki más nővére 1

おねがいします おねがいしま￢す megkér, legyen szíves! 11

おば おば￣ nagynéni 1

おばあさん おば￢あさん nagymama 1

おばさん おばさん￣ nagynéni 1

おはよう おはよう￣ Jó reggelt! 4ス

オフィス オ￢フィス iroda 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ fürdőszoba, kád 15

オペラ オ￢ペラ opera 1

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ bentó (előre dobozolt ebéd) 11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す emlékszik, megjegyez 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ szuvenír 8

おめでとう おめでとう￣ Gratulálok! 18

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す hisz, gondol 18

おもしろい おもしろ￢い érdekes, szórakoztató 5

おもちゃ おも￢ちゃ gyerekjáték 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ forró víz 13

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す úszik 16

おわり おわり￣ vége 15ス

おんがく お￢んがく zene 2

か（かようび） 火 か￢ kedd 13

お

え

か
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

ガーデニング ガーデニング￣ kertészkedés 2

カード カ￢ード kredit(kártya), üdvözlőlap 18

かい／～かい ――― X alkalommal, -szor 10

かいぎ 会議 か￢いぎ konferencia, megbeszélés, ülés 13

がいこく がいこく￣ külföld(i országok) 9

がいこくご がいこくご￣ idegen nyelv 2

かいしゃ かいしゃ￣ cég, hivatal 1

かいてき（な） かいてき￣ kellemes 13

かいます 【かう1】 買います かいま￢す megvesz, állatot tart 8

カイロ カ￢イロ Kairó 4

かお かお￣ arc 15

かぎ かぎ￢ kulcs 13

かきます 【かく1】 かきま￢す rajzol 2

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す ír 9

がくせい がくせい￣ diák 1

かざります 【かざる1】 かざりま￢す (fel)díszít 17

かします 【かす1】 かしま￢す kölcsönad 9

かぜ かぜ￣ szél 4

かぞく か￢ぞく család 1

かた か￢た váll 15

カタカナ カタカ￢ナ katakana 9

がつ／～がつ ～月 ――― ... hónap 3

かっこいい かっこい￢い menő, jól néz ki 2

かてい かてい￣ család, háztartás, otthon 18

かど か￢ど sarok 6

かばん かばん￣ táska 17

かぶき かぶき￣ kabuki 10

からあげ からあげ￣ rántott csirke 11

からい から￢い erős 12

カラオケ カラオケ￣ karaoke 2

からだ からだ￣ test 15

かります 【かりる2】 かりま￢す kölcsön vesz 14

かれ か￢れ ő (hímnem) 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￣

Kavai, Kavai-szan 10

かわいい かわい￢い aranyos, cuki 2

かわりに かわりに￣ helyette 10

かんき か￢んき száraz évszak 3

かんこく 韓国 か￢んこく Dél-Korea 1

かんこくご かんこくご￣ koreai nyelv 1

かんこくじん かんこく￢じん koreai (ember) 1

かんじ かんじ￣ kandzsi 9

かんたん（な） かんたん￣ egyszerű 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す
Megteszek minden tőlem telhetőt; igyekszik,
iparkodik, törekszik

5ス

き き￣ érzés, hangulat 17ス

きに いります きに いりま￢す tetszik 17ス

きおん きおん￣ hőmérséklet 3

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す hall(gat), kérdez 2

きせつ き￢せつ évszak 3

きって きって￣ bélyeg 2

きっと きっと￣ biztos 18

きっぷ きっぷ￣ vonaljegy 10

きのう きの￢う、きのう￣ tegnap 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す jön 7

きます 【きる2】 きま￢す visel, felvesz 17

キムチ キ￢ムチ kimcshi 12

きもち（が） いい きもちが い￢い jó érzés, kellemes 4

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Kijama, Kijama-szan 7

か

き
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） hirtelen, (meredek) 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ (tehén)tej 15

きゅうり きゅ￢うり uborka 12

きょう きょ￢う ma 4

きょうし きょ￢うし tanár 10

きょうだい きょ￢うだい testvérek 1

きょうみ きょ￢うみ érdeklődés 10

きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す érdekel a ... 10

きれい（な） き￢れい szép, tiszta, rendes 3

キロ／～キロ ～￢キロ kilométer, kilogramm 16

ぎんこう ぎんこう￣ bank 6

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Ginza 5

キンパ キ￢ンパ kimbap 12

くうこう 空港 くうこう￣ repülőtér 13

くすり くすり￣ gyógyszer 15

くだもの くだ￢もの gyümölcs 3

くち (口） くち￣ száj 15

くに くに￣、～くに￢ ország 3

くび くび￣ nyak 15

くもり くもり￢ felhő(s) 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す felhős az ég 4

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

klasszikus zene 2

クラス ク￢ラス osztály 18

クリスマス クリス￢マス karácsony 17

グループ グル￢ープ csoport 16

くるま くるま￣ autó 1

クロッポ ク￢ロッポ rákszirom (keropok, krupuk) 12

ケーキ ケ￢ーキ torta 11

ゲームセンター ゲームセ￢ンター játékterem 5ス

げつ（げつようび） 月 げ￢つ hétfő 13

けっこう（な） け￢っこう Elég. Rendben van. Semmi baj. 12

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ házasság (megházasodik) 17

げんき（な） げ￢んき egészséges 4

けんこう けんこう￣ egészség 15

けんこうてき（な） けんこうてき￣ egészséges 16

ご／～ご ～ご￣ X nyelv 1

コイン コ￢イン érme 2

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう szám 13

こうえん こうえん￣ park 5

こうきょ 皇居 こ￢うきょ császári palota 5

こうこう こうこう￣ gimnázium 9

こうさてん こうさてん￣ kereszteződés 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う gyár, üzem 13

こうやって こうやって￢ ily módon, így 15

コース コ￢ース kurzus, tanfolyam, útvonal 5ス

コート コ￢ート kabát 3ス

コーナー コ￢ーナー sarok 10

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ kávéscsésze 17

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ kávézó 7

こおろぎ こ￢おろぎ tücsök 3
こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ nemzetközi telefonhívás 14

こけし こけし￣ kokesi baba 10

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ házasság 18

ここ ここ￣ itt 5

ごご ご￢ご délután 4ス

こし こし￣ derék 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん vki más férje 1

こたえ こた￢え válasz 16

き

く
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す válaszol 16

こたつ こたつ￣ kotacu (alul fűtött asztal) 3

こちら こちら￣ ezek, erre, itt 14

こちらこそ こちらこ￢そ Én köszönöm. Örömömre szolgál. 14

こっち こっち￢ erre, ez itt 4

コップ コップ￣ pohár, bögre 11

こと こと￢ dolog 2

こども こども￣ gyerek 2

こどもたち こども￢たち gyerekek 3ス

この この￣ ez a 5

ごはん ご￢はん (főtt) rizs, étel 15

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー másolás, másol 14

コピーき コピ￢ーき fénymásológép 14

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ szemeteszsák 11

これ これ￣ ez 14

これからも これからも￢ ezentúl is, a továbbiakban is 18

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ... körül 3

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す eltörik 14

こんど こ￢んど ezúttal, legközelebb 15ス

こんにちは こんにちは￢ Jó napot kívánok! 4ス

コンピューター コンピュ￢ーター számítógép 14

こんぶ こ￢んぶ kombu 12

さいきん さいきん￣ manapság, mostanában 15ス

サイクリング サ￢イクリング kerékpározás 2

さいご さいご utolsó 15ス

サイト サイト￣ internetes oldal 9

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Szaitó, Szaitó-szan 13

さかな 魚 さかな￣ hal 8

さくら さくら￣ cseresznyevirág 3ス

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー foci(zik) 2

ざっし ざっし￣ magazin 10

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Szapporo 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Szató, Szató-szan 2

さま／～さま ～様 ――― ... úr, hölgy 13

さむい さむ￢い hideg (idő) 3

さら さら￣ tányér 11

サラダ サ￢ラダ saláta 11

さん／～さん ――― XY - szan 1

サンドイッチ サンドイ￢ッチ szendvics 11

サンパウロ サンパ￢ウロ Sao Paulo 4

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ sétál 2

じ／～じ ～時 ～￢じ ... óra 7

しあい しあい￣ mérkőzés 2

しあわせ（な） しあわせ￣ boldog 18

シート シ￢ート ülés 11

じかん じかん￣ idő 7

じかん／～じかん ～じ￢かん ...órán keresztül 5

じこしょうかい じこしょ￢うかい bemutatkozás 2

しごと しごと￣ munka 1

じさ じ￢さ időkülönbség, időeltolódás 13

ししゃ し￢しゃ fiókvállalat 13

ししゅう ししゅう￣ hímzés 10

じしょ じ￢しょ szótár 9

しずか（な） し￢ずか halk, csendes 5

しつもん しつもん￣ kérdés 16

シドニー シ￢ドニー Sydney 4

じぶん じぶん￣ saját maga(m) 14

します 【～する3】 しま￢す csinál 1

します（～に） 【～する3】 しま￢す ...-t választom. 11

こ

さ

し
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じむ じ￢む iroda(i munka) 14

ジム ジ￢ム edzőterem 16

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ akkor hát, Na szia! 3

ジャカルタ ジャカルタ￣ Jakarta 4

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け lazac 12

しゃしん しゃしん￣ fénykép 2

しゃちょう しゃちょう￣ igazgató, cégvezető 14

シャツ シャ￢ツ ing 17

シャワー シャ￢ワー zuhany 13ス

しゅう しゅ￢う hét 10

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ munkát talál, dolgozni kezd 17

ジュース ジュ￢ース gyümölcslé 11

じゅうたい じゅうたい￣ közlekedési dugó 7

しゅうまつ しゅうまつ￣ hétvége 16

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか huszonnegyedike 13

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ szülés, szül 17

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ kiküldetés, üzleti útra megy 10

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

しゅふ しゅ￢ふ háztartásbeli 1

しゅみ しゅ￢み hobbi 2

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣ bemutatás, bemutat 1ス

しょうがっこう しょうが￢っこう általános iskola 9

しょうぎ しょうぎ￣ sógi (táblás játék) 2

じょうず（な） じょうず￢ ügyes 17ス

じょうば じょうば￣ lovaglás 2

しょうらい しょ￢うらい jövő(ben) 10

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ kocogás, kocog 16

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ étkezés, eszik 8

しょっぱい しょっぱ￢い sós 12

じょやのかね じょ￢やのかね
szilveszteri harangozás buddhista
templomokban

3

しります 【しる1】 しりま￢す tud, ismer 13

しろ し￢ろ fehér 11

しろい しろ￢い fehér 6

じん／～じん ～じん ～￢じん ...i állampolgár, ember 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￣

Sin’icsi, Sin’icsi-szan 13

しんごう しんごう￣ jelzőlámpa 6

しんこきゅう しんこ￢きゅう mély lélegzetvétel 15ス

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Sindzsuku 5

しんせき しんせき￣ rokon 1

すい（すいようび） 水 す￢い szerda 13

すいえい すいえい￣ úszás 2

すいかわり すいか￢わり dinnyetörés (játék) 3

すいじょうバス すいじょうバ￢ス vízibusz 8

すいぞくかん すいぞく￢かん akvárium (állatkert) 8

すいます 【すう1】 すいま￢す beszív 15

すいます 【すう1】 すいま￢す szív 16

スープ ス￢ープ leves 12

スカイツリー スカイツリ￢ー Sky Tree 8ス

すき（な） すき￢ szeretett, kedvelt 2

スキー スキ￢ー síelés 3

すきます 【すく1】 すきま￢す kiürül 13

すぐ す￢ぐ hamarosan, rögtön 6

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

ütemterv, beosztás 13

すごい すご￢い nagyszerű, rendkívüli 4

すこし すこ￢し kevés, kicsit 1

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Szuzuki, Szuzuki-szan 1

すずしい すずし￢い hűvös (idő) 3

スタッフ スタ￢ッフ személyzet 14

し

す
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ずっと ずっと￣ végig 13ス

すっぱい すっぱ￢い savanyú 12

ステージ ステ￢ージ színpad 10

すてき（な） すてき￣ csodálatos, gyönyörű 17

ストレス スト￢レス stressz 15ス

スペイン スペ￢イン Spanyolország 9

スペインご スペインご￣ spanyol nyelv 9

スポーツ スポ￢ーツ sport 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す lakik 1

すみません すみませ￢ん Bocsánat! 6

せいかつ 生活 せいかつ￣ mindennapok, élet 10

セーター セ￢ーター pulóver 17

せかい 世界 せ￢かい világ 4

せかいいち （世界一） せか￢いいち világelső 8

せなか せなか￣ hát(a vkinek) 15

ぜひ ぜ￢ひ mindenképpen 5

せみ せみ￣ kabóca 3

せんしゅう せんしゅう￣ múlt hét(en) 4

ぜんぜん ぜんぜん￣ egyáltalán nem, soha 9ス

センチ／～センチ ～セ￢ンチ centiméter 4

そう そ￢う igen, úgy 2

ソウル ソ￢ウル Szöul 4

ソーセージ ソーセ￢ージ kolbász 10

そして そして￣ majd, és 4ス

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ iskolát elvégez (leérettségizik, lediplomázik) 17

そっち そっち￢ amott, az ott 4

そと そ￢と kívül 11

その その￣ az 9

そふ そ￢ふ nagyapá(m) 1

そぼ そ￢ぼ nagymamá(m) 1

それ それ￣ az 12

それから それから￢ azután 5ス

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／それで￢
は

akkor hát, Na szia!, Viszlát! 14

タイ タ￢イ Thaiföld 10

だい～ 第～ だ￢い～ ...-dik, nagy... 13

だいがく だいがく￣ egyetem 9

たいしかん たいし￢かん nagykövetség 6

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ rendben van, rendben lévő 7

タイじん タイ￢じん thaiföldi ember(ek) 10ス

だいすき（な） だ￢いすき nagyon szeret(ett), egyik kedvenc 10ス

たいせつ（な） たいせつ￣ fontos 18

たいせつに します たいせつに しま￢す megbecsül, vigyáz rá 18

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ torna, tornázik 15

だいたい だいたい￣ nagyjából, kb. 3

たいへん（な） たいへん￣ nehéz (helyzet) 4

たうえ たうえ￢ (rizs)ültetés 3

タウン タ￢ウン város 5

たかい たか￢い drága 5

たかい たか￢い magas 6

たかく（たかい） た￢かく drágán (drága), magasra (magas) 15

たくさん たくさん￣ sok 5ス

たこあげ たこ￢あげ sárkányeregetés 2

タコス タ￢コス taco (mexikói étel) 10

たてもの たて￢もの épület 6

たとえば たと￢えば például 17

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka, Tanaka-szan 2

たのしい たのし￢い élvezetes 5

たのしみ たのし￢み élvezet, alig vár vmit 7

たばこ たばこ￣ cigaretta 16

す

せ

そ

た
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たぶん た￢ぶん talán 4ス

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す eszik 8

たべもの 食べもの たべ￢もの étel 3

たまご 卵 たま￢ご tojás 12

たまごやき 卵やき たまごやき￣ tojástekercs 11

だめ（な） だめ￢ tilos, tiltott 3ス

タワー タ￢ワー torony 6

たんご たんご￣ szó 9

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび születésnap 17

ダンス ダ￢ンス tánc 10

たんぼ たんぼ￣ rizsföld 3

ちいさい 小さい ちいさ￢い kicsi 8ス

チーズ チ￢ーズ sajt 12

チーム チ￢ーム csapat 2ス

チェス チェ￢ス sakk 2

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク ellenőrzés, ellenőriz 13

ちかい ちか￢い közel 8ス

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す más, eltér, (nem ugyanaz) 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く közel(ében) 5ス

チキンカレー チキンカ￢レー csirke curry(s főzelék rizzsel) 2

ちず ち￢ず térkép 10

ちち ち￢ち、ちち￢ apá(m) 1

チヂミ チヂミ￣ buchimgae (koreai lepény) 10

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ vmi közben, alatt 14ス

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう kisgimnázium (7-9. évfolyam) 9

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく Kína 1

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ kínai nyelv 1

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ nagyon, irtóra (szleng) 2

チョコレート チョコレ￢ート csokoládé 11

ちょっと ちょ￢っと kicsit 5

つうやく つ￢うやく tolmácsolás 10

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す használ 9

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す elfárad 13

つき (月） つき￢ hónap 10

つぎ つぎ￢ következő 16

つきじ 築地 つきじ￣ Cukidzsi 5

つきます 【つく1】 つきま￢す odaér 13ス

つきみ (月見） つきみ￣ holdnézés (szokás) 3

つくります 【つくる1】 つくりま￢す csinál, készít 2

つけもの つけもの￣ savanyúság 12

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す közvetít, elmond, átad (üzenetet) 14

ツナ ツ￢ナ tonhal 12

つま つ￢ま feleség(em) 1

つもります 【つもる1】 つもりま￢す felgyűlik (hó) 4

つゆ つゆ￣ esős évszak 3

つよい つよ￢い erős 4ス

て て￢ kéz 15

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す elmegy otthonról 7

できます 【できる2】 できま￢す képes rá 1

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す segít 10

デパート デパ￢ート áruház 6

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す kijön (forró víz folyik) 13ス

でむかえ でむかえ￣ vki elé kimenni 13

でも で￢も de 12

てんき て￢んき időjárás 3

でんき で￢んき lámpa, elektromosság 13

でんきてん でんき￢てん elektromos szaküzlet 5

でんしじしょ でんしじ￢しょ elektronikus szótárgép 9

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ vonat 7

てんぷら てんぷら￣ tempura 8

た

ち

つ
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でんわ (電話） でんわ￣ telefon 10

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう telefonszám 13

ど／～ど ～￢ど fok (hőmérséklet), -szor/-ször 3

ドイツ ド￢イツ Németország 9

ドイツご ドイツご￣ német nyelv 9

ドイツじん ドイツ￢じん német (ember) 10ス

どう ど￢う hogy(an)? 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokió 1

どうして ど￢うして Miért? 3

どうぞ ど￢うぞ Tessék! 9

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

どうぶつ どうぶつ￣ állat 8

どうぶつえん どうぶつ￢えん állatkert 5

どうも ど￢うも nagyon, igazán; Köszönöm! 6

どうやって ど￢うやって hogyan? 6ス

とおい とおい￣、とお￢い távol 5

とおか (十日) とおか￣ tizedike 13

とおり とおり￢ utca, út 6

とき (時） とき￢ amikor 2

ときどき ときどき￢ néha 10

とくい（な） とく￢い vmiből jó vki, ért hozzá 2

どくしょ （読書） ど￢くしょ olvasás 2

とくに と￢くに különösen 2

とけい とけい￣ (fali-, kar)óra 17

どこ ど￢こ hol? 6

どっち ど￢っち merre? melyik? 11

とても とても￢ nagyon 3

となり となり￣ mellett, a szomszédjában 6ス

どの ど￢の Melyik? 5

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

Kb. mennyi (ideig)? Kb. mekkora? 16

トマト ト￢マト paradicsom 12

とまります 【とまる1】 とまりま￢す megáll 7

ともだち ともだち￣ barát 2

とやま 富山 と￢やま Tojama 4

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび szombat 7

ドライバー ドライバー￣ sofőr 13

ドライブ ドラ￢イブ kocsikázás 2

ドラマ ド￢ラマ tévésorozat, tévéfilm 10

とります 【とる1】 とりま￢す elvesz; (fényképet) készít 2

どれ ど￢れ melyik? 8ス

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

どんな ど￢んな milyen? 2

なか な￢か benne 10

ながい なが￢い hosszú 13ス

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura, Nakamura-szan 1

なし（ない） な￢し nincs 13ス

なつ なつ￢ nyár 3

なつやすみ なつや￢すみ nyári szünet 3ス

なに／なん な￢に／な￢ん mi?, miért? 2

なにか な￢にか valami 16

なにも なにも￣ semmi 16

なべりょうり なべりょ￢うり fazékban főzött étel 3

なまえ なまえ￣ név 9

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す tanul 10

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す lesz, válik vmivé 2

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す illik vmihez, jól áll 17

にがて（な） にがて￣
nem megy vkinek vmi, nem ért hozzá, nem
szereti

3

にぎやか（な） にぎ￢やか élénk (utca) 5

に

て
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にしぐち 西口 にしぐち￣ nyugati kapu 5

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ huszonnegyedike 13

にち／～にち ～日 ――― ... nap 13

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち vasárnap 7

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japán 1

にほんご 日本語 にほんご￣ japán nyelv 1

にほんしゅ にほんしゅ￣ szake (rizsbor) 11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん japán (ember) 1

にます【にる1】 にま￢す (vízben) megfőz 9

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ elkezd járni egy iskolába 17

にゅうがくしき にゅうがく￢しき évnyitó az elsősöknek 3

ニューヨーク ニューヨ￢ーク New York 4

にん／～にん (～人) ――― emberek számolószava 1

にんぎょう にんぎょう￣ játékbaba 2

ネクタイ ネ￢クタイ nyakkendő 17

ネックレス ネ￢ックレス nyaklánc 17

ねます【ねる2】 ねま￢す lefekszik, alszik 15

ねん 年 ね￢ん év 10

ねん／～ねん ～年 ――― ... év 9

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda, Noda-szan 2

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す iszik 15

のみもの 飲みもの のみ￢もの ital 11

のります 【のる1】 のりま￢す felszáll (járműre) 8

は は￢ fog 15

パーティー パ￢ーティー party, buli 18

はい は￢い igen 4

はいります 【はいる1】 はいりま￢す bemegy valahova; beül a kádba 15

はきます 【はく1】 はきま￢す kifúj, kilélegez 15

はくぶつかん はくぶつ￢かん múzeum 6

はし はし￢ híd 6

はし は￢し evőpálcika 11

はじめまして はじめま￢して
Örülök, hogy megismerhetem. Örülök, hogy
találkoztunk.

2

ばしょ ばしょ￣ hely 7

はしります 【はしる1】 はしりま￢す fut 16

バス バ￢ス busz 5

パソコン パソコン￣ személyi számítógép 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す dolgozik 1

はつおん はつおん￣ kiejtés 9

はつか (二十日) はつか￣ huszadika 13

バッハ バ￢ッハ Bach 2

はな はな￢ virág 3

はな はな￢ orr 15

はなし （話） はなし￢ történet 10ス

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す beszél 1

バナナ バ￢ナナ banán 11

はなび は￢なび tűzijáték 3

はなみ はなみ￢ cseresznyevirág-nézés 3

はは は￢は anyá(m) 1

ははは ――― Hahaha! (nevetés) 7ス

ハム ハ￢ム sonka 12

はやい はや￢い gyors, korai 5

はやく（はやい） は￢やく gyorsan, korán (gyors, korai) 15

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Haradzsuku 5

はる は￢る tavasz 3

バルセロナ バルセ￢ロナ Barcelona 2ス

はれ はれ￢ szép idő 4

はれます 【はれる2】 はれま￢す szép, tiszta lesz az idő 4

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー Valentin (Bálint)-nap 17

ハロー ハ￢ロー Hello! 2

に
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はん／～はん ～半 ～は￢ん ...  múlt fél órával 13

ばんごう (番号） ばんご￢う szám 13ス

ひ （日） ひ￢、ひ￣ nap 17

ビール ビ￢ール sör 11

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ keleti kapu 5

ピクニック ピ￢クニック piknik 11

ピクルス ピ￢クルス savanyúság 12

ひさしぶり ひさしぶり￣ Rég nem láttalak!, régóta 4

びじゅつかん びじゅつ￢かん szépművészeti múzeum 8

ひしょ ひ￢しょ titkár 14

ひだり ひだり￣ bal 6

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ költözés, költözik 18

ひつよう（な） ひつよう￣ szükséges 18

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ ember 5

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ egy (darab) 6

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ az első 6

ひま（な） ひま￣ ráér, nincs dolga 2

ひまわり ひま￢わり napraforgó 3

びょういん びょういん￣ kórház 1

ひらがな ひらが￢な hiragana 9

ひる ひる￢ dél, nappal 13ス

ビル ビ￢ル épület 6

ひろい ひろ￢い tágas, nagy 5

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ pirog 10

びん び￢ん palack, üveg 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 divat 5ス

フィリピン フィ￢リピン Fülöp-szigetek 10

プール プ￢ール uszoda, medence 16ス

ふうん ――― Hű, hú 1

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す fúj 4

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka 4

ふじさん （富士山） ふ￢じさん Fudzsi-hegy 5

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ kettő  (darab) 6

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ a második 6

ふたり （二人） ふたり￢ két (ember) 1ス

ぶどう ぶどう￣ szőlő 3

ぶどうがり ぶどうがり￣ szüret 3

ふね ふ￢ね hajó 8

ふふふ ――― hihi (nevetés) 17ス

ふゆ ふゆ￢ tél 3

フライト フライト￣ repülőjárat 13

ブラジル ブラジル￣ Brazília 1

フランス フランス￣ Franciaország 9

フランスご フランスご￣ francia nyelv 9

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

プリントア￢ウト nyomtatás, kinyomtat 14

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ gyümölcstorta 2

プレゼント プレ￢ゼント ajándék 17

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ... perc 7

ぶん ぶ￢ん mondat 9

ぶんか 文化 ぶ￢んか kultúra 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ nyelvtan 9

へいきん へいきん￣ átlag 3

へえ ――― Hű!, Tényleg? 1

ペキン （北京） ペ￢キン Peking 4

へや へや￢ szoba, lakás 17

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ nagyon jól beszéli a nyelvet 14

ペン ペ￢ン toll 14

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ tanulás, tanul 1

は
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べんり（な） べ￢んり kényelmes 5

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド barát, pasi 17

ほか ほか￣ egyéb, azon kívül 11

ほそながい ほそなが￢い hosszú és keskeny, hosszúkás 6

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaidó 4ス

ポテトチップス ポテトチ￢ップス sült krumpli, chips 11

ホテル ホ￢テル hotel 1

ポルトガル ポルトガル￣ Portugália 1

ポルトガルご ポルトガルご￣ portugál nyelv 1

ほん ほ￢ん könyv 10ス

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― hosszú, hengeres dolgok számolószava 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 Ma szünnap van. 9ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ ez a cég, anyavállalat 13

ほんとう ほんとう￣ igaz, tényleg 10ス

ほんとに ほんとに￣ Tényleg? Komolyan? 12ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ fordítás, fordít 10

まあ ま￢あ hát... 17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ nem rossz, elmegy 13

まいあさ ま￢いあさ minden reggel 16

まいにち ま￢いにち minden nap 4

まえ ま￢え előtt 7

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Mao, Mao-szan 1

まがります 【まがる1】 まがりま￢す kanyarodik 6

まげます 【まげる2】 まげま￢す behajlít 15

まず ま￢ず először is 10ス

また また￢ továbbá, megint 7

まだ ま￢だ még (nem) 8

まち まち￢ város 5

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ találkoznak valahol 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す eltéveszt 7

まちます 【まつ1】 まちま￢す vár 7

まっすぐ（な） まっす￢ぐ egyenesen előre, nyílegyenes 6

まつり まつり￣ fesztivál, körmenet 3

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す eltéved, hezitál 7

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari, Mari-szan 1

まるい まるい￣、まる￢い kerek 6

マレーシア マレ￢ーシア Malajzia 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す elforgat, körbead 15

まんじゅう まんじゅ￢う mandzsú (japán édesség) 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す látható, láthatja 6

みおくり みおくり￣ kikísér (vendéget) 14

みぎ みぎ￣ jobb 6

みず 水 みず￣ víz 8

みせ みせ￢ bolt, üzlet, étterem 5

みち みち￣ út 6

みなさん みな￢さん mindenki 14

ミニレッスン ミニレッ￢スン mini-lecke 10

みます 【みる2】 見ます みま￢す néz 2

みみ みみ￢ fül 15

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ népművészeti alkotások, termékek 10

みんな みんな￢ mindenki 18

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す fogad (vendéget), elé megy 13

むこう むこ￢う、むこう￣ a másik oldal/ember/fél, szemben 10ス

むしあつい むしあつ￢い meleg, párás idő 3

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

nehéz, bonyolult 9

むすこ むすこ￣ fia(m) 1

むすこさん むすこさん￣ vki fia 1

むすめ むすめ￢ lány(om) 1

むすめさん むすめさん￣ vki lánya 1

へ
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むね むね￢ mell, mellkas 15

むり（します）（【～する3】） む￢り erején felül teljesít 15

ムルタバ ムルタバ￣ murtabak (étel) 10

め め￢ szem 15

メール メール￣ e-mail 13

メキシコ メキシコ￣ Mexikó 10

めずらしい めずらし￢い ritka, szokatlan 8

メモ メ￢モ jegyzet 11

もう も￢う már 8

もう もう￣ még 9

モーターズ モ￢ーターズ Motors (kitalált cégnév) 13

もじ も￢じ karakter, betű 9

もしもし も￢しもし Halló! 4

モスクワ モスクワ￣ Moszkva 4

もちます 【もつ1】 もちま￢す visz, van neki 11

もちろん もち￢ろん természetesen 8ス

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す magával visz vmit vhova 11

もの もの￢ dolog, tárgy 11

もみじ も￢みじ színes őszi falevelek 3

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ kap 13

もんだい もんだい￣ feladat, probléma 13ス

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Jagi, Jagi-szan 11

やけい やけい￣ éjszakai táj, kivilágított város látványa 8

やさい やさい￣ zöldség 16

やさしい やさしい￣、やさし￢い könnyű, kedves 17ス

やすい やす￢い olcsó 5

やすみ 休み やすみ￢ szünet, nyaralás 9ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す pihen, hiányzik (iskolából) 13ス

やたい や￢たい utcai árus 8

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Jamada, Jamada-szan 3

やります 【やる1】 やりま￢す megtesz 15ス

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Júko, Júko-szan 5ス

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく posta(hivatal) 6

ゆうめい（な） ゆうめい￣ híres 5

ゆき ゆき￢ hó 4

ゆっくり ゆっく￢り lassan 15

ようこそ よ￢うこそ Üdvözöljük! 13

ヨガ ヨ￢ガ jóga 16

よかったら よ￢かったら Ha neked jó úgy, hogy... 12

よく よ￢く gyakran 2

よく よ￢く jól 4

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Josida, Josida-szan 7

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す olvas 9

よよぎ 代々木 よよぎ￣ Jojogi 10ス

よる よ￢る este 5

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す örül 18

よろしく よろしく￣ Üdvözlettel!, Minden jót! 14

ラーメン ラ￢ーメン rámen (tészta) 8

らいげつ (来月） ら￢いげつ jövő hónap 14

らいしゅう らいしゅう￣ jövő hét 11

ライトアップ ライトア￢ップ kivilágítás 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￣ külföldi tanulmány, külföldön tanul 10

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ pénzt felvált 8

りょうしん りょ￢うしん szülő 1

りょうり 料理 りょ￢うり főzés 2

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ utazás, utazik 2

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス relaxál 16ス

りんご りんご￣ alma 11

れきし れきし￣ történelem 8
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レストラン レ￢ストラン étterem 5

レモン レ￢モン citrom 12

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ gyakorlás, gyakorol 9

ローマ ロ￢ーマ Róma 13ス

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Los Angeles 4

ロシア ロ￢シア Oroszország 10

ロビー ロ￢ビー előcsarnok 7

ロンドン ロ￢ンドン London 4

わあ ――― Hűha! Nahát! 1

ワイン ワ￢イン bor 11

わかい わか￢い fiatal 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す (meg)ért 5

わさび わ￢さび vaszabi 12

わたし わたし￣ én 1

わたしたち わたし￢たち mi 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す átlép, átkel 6
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