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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　Indice dei vocaboli （五十音順　Ordine alfabetico giapponese）

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 イタリアご か

あ／あっ ――― ah 6

ああ ――― ah 4

あいます 【あう1】 会います あいま￢す incontrare 13

あおい あお￢い blu, azzurro 6

あか あ￢か rosso 11

あかい あかい￣、あか￢い rosso 6

あかちゃん あ￢かちゃん neonato 17

あき あ￢き autunno 3

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara [quartiere di Tokyo] 5

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

accessori [abbigliamento] 2

あけます 【あける2】 あけま￢す aprire 18

あげます 【あげる2】 あげま￢す alzare, sollevare 15

あげます 【あげる2】 あげま￢す dare, offrire 17

あさ あ￢さ mattina 5

あさごはん あさご￢はん colazione 16

あし あし￢ piede, gamba 15

あじ あじ￣ sapore 12

あじさい あじさい￣ ortensia 3

あした あした￢ domani 4

あそこ あそこ￣ lì/là [più lontano rispetto a "そこ"] 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す divertirsi, giocare 17

あたたかい あたたか￢い caldo (piacevole), mite, tiepido 3

あたま あたま￢ testa 15

あたらしい 新しい あたらし￢い nuovo 13ス

あたり あ￢たり dintorni, vicinanze 5

あつい あつ￢い caldo, bollente 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す raccogliere, collezionare 2

あと あ￢と dopo 8

あなた あな￢た tu, Lei 16

あに あ￢に (mio) fratello maggiore 1

あね あね￣ (mia) sorella maggiore 1

あの あの￣ quello [più lontano rispetto a "その", aggettivo] 6

あのう ――― ehm 7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い pericoloso 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe, Sig.(ra) Abe [cognome giapponese] 7

あまい あまい￣、あま￢い dolce 12

あまり あまり￣ non molto, poco 15

あみもの あみ￢もの lavoro a maglia 2

あめ あ￢め caramella 3

アメリカ アメリカ￣ America, Stati Uniti 1

アラビアご アラビアご￣ arabo [lingua] 9

ありがとう あり￢がとう Grazie. 6

あります 【ある1】 ありま￢す esserci [eventi, festività, stagioni] 3

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す camminare 16

あれ あれ￣
quello [indica ciò che è lontano sia da chi parla
che da chi ascolta, pronome]

6

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

questionario 16

アンチョビ アンチ￢ョビ alici in conserva 12

いい い￢い buono, bene 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 dire 9

いえ いえ￢ casa 16ス

いかが いか￢が come [formale di "どう"] 13
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ことば かんじ アクセント イタリアご か

いき い￢き respiro, fiato 15

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す andare 5

イギリス イギリス￣ Inghilterra 10ス

いご い￢ご
gioco del go [gioco su scacchiera con pedine,
dette pietre, bianche e nere]

2

いざかや いざかや￣ taverna/osteria stile giapponese 5

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa, Sig.(ra) Ishikawa [cognome
giapponese]

1

いそがしい いそがし￢い impegnato, indaffarato 15ス

いたい いた￢い doloroso, che dolore! 15

いただきます いただきま￢す
ricevere [onorifico di "もらいます"],
espressione usata all'inizio del pasto

12

イタリア イタリア￣ Italia 1

イタリアご イタリアご￣ italiano [lingua] 1

いちど いちど￢ una volta 9

いちばん いちばん￣ il migliore, il più, il numero uno 3

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichiroo, Sig. Ichiroo [nome giapponese] 1

いつ い￢つ quando 3

いつか い￢つか il 5 del mese 10

いつごろ いつごろ￣ più o meno quando 3

いっしょに いっしょに￣ insieme 5

いっぱい い￢っぱい una tazza di, un bicchiere di 12

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ Sono pieno. 12

いつまでも い￢つまでも per sempre 18

いねかり いね￢かり mietitura del riso 3

いま い￢ま soggiorno, sala, salotto 3

います 【いる2】 いま￢す esserci [persone e animali] 8ス

いままでに いまま￢でに fino ad ora 9

いみ い￢み significato 9

いもうと いもうと￢ (mia) sorella minore 1

いもうとさん いもうとさん￣ (sua/tua) sorella minore 1

いやあ ――― beh 9ス

いりぐち いりぐち￣ ingresso 7

いれます 【いれる2】 いれま￢す mettere, inserire 10ス

いろ いろ￢ colore 17ス

いろいろ（な） いろいろ￣ vario 5

インド イ￢ンド India 10ス

う ――― Oh! 15ス

ううん／うーん ――― mmh 6ス

うえ うえ￣、うえ￢ sopra 15ス

うえの 上野 うえの￣ Ueno [quartiere di Tokyo] 5ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん parco di Ueno 5

うおいちば うおい￢ちば mercato del pesce 5

ウォーキング ウォ￢ーキング camminata sportiva 16

うき う￢き stagione delle piogge 3

うぐいす うぐ￢いす usignolo 3

うけつけ うけつけ￣ accettazione, reception 14

うた うた￢ canzone 10

うち うち￣ casa 1ス

うで うで￢ braccio 15

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す nascere 17ス

うめぼし うめぼし￣ prugna in salamoia 12

うれしい うれし￢い felice, contento 18

え え￢ quadro 2

え／えっ ――― Cosa? 5ス

エアロビクス エアロビ￢クス danza aerobica 16

えいが えいが￣、え￢いが film 2

えいご えいご￣ inglese [lingua] 1

ええ ――― sì 4

ええと／えっと／ええっと ――― uhm, vediamo 5ス

う

え
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えき え￢き stazione 5

えび えび￣ gambero 12

えびせんべい えびせ￢んべい cracker di riso ai gamberi 12

えんげき えんげき￣ teatro 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い squisito, buono 3

おいわい（いわい） おいわい￣ festeggiamento, regalo [onorifico di "いわい"] 17

おおい お￢おい tanto, molto, numeroso 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, profondo 15

オーケー お￢ーけー ok 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka [città del Giappone] 3ス

おかあさん おか￢あさん (sua/tua) madre 1

おかげさまで おかげさまで￣ Grazie a te/Lei, Grazie al cielo 4

おかし（かし） おか￢し dolciumi, snack [onorifico di "かし"] 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ denaro [onorifico di "かね"] 10ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa, Sig.(ra) Ogawa [cognome giapponese] 3

おくさん お￢くさん (sua/tua) moglie 1

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す fare tardi 7

おさけ（さけ） おさけ￣ sake [onorifico di "さけ"] 11

おじ おじ￣ (mio) zio 1

おじいさん おじ￢いさん (suo/tuo) nonno 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す insegnare, dire 9

おじさん おじさん￣ (suo/tuo) zio 1

おしゃれ（な） おしゃ￢れ alla moda, elegante 5

おすし（すし） おす￢し sushi [onorifico di "すし"] 8

おすすめ おすすめ￣ consiglio, raccomandazione 8

おせわ（せわ） おせ￢わ cura, aiuto [onorifico di "せわ"] 14

おそい おそい￣、おそ￢い lento, tardi 7

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ tè [onorifico di "ちゃ"] 11

おつかれさま おつかれさま￣
espressione onorifica usata al termine del
lavoro

13

おっと おっと￣ (mio) marito 1

おとうさん おと￢うさん (suo/tuo) padre 1

おとうと おとうと￢ (mio) fratello minore 1

おとうとさん おとうとさん￣ (suo/tuo) fratello minore 1

おどり おどり￣ ballo, danza 10

おなか おなか￣ pancia, stomaco 12

おなじ おなじ￣ stesso, uguale 17ス

おにいさん おに￢いさん (suo/tuo) fratello maggiore 1

おにぎり おに￢ぎり polpetta di riso con o senza alga nori 11

おねえさん おね￢えさん (sua/tua) sorella maggiore 1

おねがいします おねがいしま￢す per favore 11

おば おば￣ (mia) zia 1

おばあさん おば￢あさん (sua/tua) nonna 1

おばさん おばさん￣ (sua/tua) zia 1

おはよう おはよう￣ buongiorno 4ス

オフィス オ￢フィス ufficio 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ bagno, vasca da bagno [onorifico di "ふろ"] 15

オペラ オ￢ペラ opera lirica 1

おべんとう（べんとう） おべんとう￣
cestino da pranzo, pranzo al sacco [onorifico di
"べんとう"]

11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す ricordare, memorizzare 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ souvenir, regalo [onorifico di "みやげ"] 8

おめでとう おめでとう￣ Congratulazioni! Auguri! 18

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す pensare 18

おもしろい おもしろ￢い divertente, interessante 5

おもちゃ おも￢ちゃ giocattolo 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ acqua calda [onorifico di "ゆ"] 13

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す nuotare 16

おわり おわり￣ fine 15ス

お
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おんがく お￢んがく musica 2

か（かようび） 火 か￢ martedì 13

ガーデニング ガーデニング￣ giardinaggio 2

カード カ￢ード biglietto 18

かい／～かい ――― suffisso contatore per frequenza 10

かいぎ 会議 か￢いぎ riunione 13

がいこく がいこく￣ paese estero 9

がいこくご がいこくご￣ lingua straniera 2

かいしゃ かいしゃ￣ società, azienda 1

かいてき（な） かいてき￣ confortevole 13

かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprare 8

カイロ カ￢イロ Il Cairo [città dell'Egitto] 4

かお かお￣ faccia, viso 15

かぎ かぎ￢ chiave 13

かきます 【かく1】 かきま￢す disegnare 2

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す scrivere 9

がくせい がくせい￣ studente 1

かざります 【かざる1】 かざりま￢す decorare, esporre 17

かします 【かす1】 かしま￢す prestare 9

かぜ かぜ￣ vento 4

かぞく か￢ぞく famiglia 1

かた か￢た spalla 15

カタカナ カタカ￢ナ
katakana [uno dei sistemi sillabici di scrittura
giapponese]

9

がつ／～がつ ～月 ――― suffisso per mese 3

かっこいい かっこい￢い fico, bello 2

かてい かてい￣ famiglia 18

かど か￢ど angolo 6

かばん かばん￣ borsa 17

かぶき かぶき￣ kabuki [spettacolo teatrale giapponese] 10

からあげ からあげ￣ pollo fritto 11

からい から￢い piccante 12

カラオケ カラオケ￣ karaoke 2

からだ からだ￣ corpo 15

かります 【かりる2】 かりま￢す farsi prestare, prendere in prestito 14

かれ か￢れ lui, fidanzato, ragazzo 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, Sig.(ra) Kawai [cognome giapponese] 10

かわいい かわい￢い carino 2

かわりに かわりに￣ al posto di 10

かんき か￢んき stagione secca 3

かんこく 韓国 か￢んこく Corea 1

かんこくご かんこくご￣ coreano [lingua] 1

かんこくじん かんこく￢じん coreano [persona] 1

かんじ かんじ￣
kanji [ideogrammi cinesi usati nella lingua
giapponese]

9

かんたん（な） かんたん￣ facile 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す fare del proprio meglio 5ス

き き￣ sentimento 17ス

きに いります きに いりま￢す trovare ～ di proprio gusto 17ス

きおん きおん￣ temperatura (d'aria) 3

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ascoltare 2

きせつ き￢せつ stagione 3

きって きって￣ francobollo 2

きっと きっと￣ sicuramente 18

きっぷ きっぷ￣ biglietto 10

きのう きの￢う、きのう￣ ieri 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す venire 7

きます 【きる2】 きま￢す indossare 17

か

き
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ことば かんじ アクセント イタリアご か

キムチ キ￢ムチ
kimchi [piatto coreano fatto di verdura
fermentata speziata piccante]

12

きもち（が） いい きもちが い￢い sentirsi bene, piacevole 4

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Kiyama, Sig.(ra). Kiyama [cognome giapponese] 7

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） all'improvviso 15

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ latte 15

きゅうり きゅ￢うり cetriolo 12

きょう きょ￢う oggi 4

きょうし きょ￢うし insegnante 10

きょうだい きょ￢うだい fratelli e sorelle 1

きょうみ きょ￢うみ interesse 10

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

きれい（な） き￢れい bello, pulito 3

キロ／～キロ ～￢キロ chilometro, chilogrammo 16

ぎんこう ぎんこう￣ banca 6

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Ginza [quartiere di Tokyo] 5

キンパ キ￢ンパ kimbap [sushi roll coreano] 12

くうこう 空港 くうこう￣ aeroporto 13

くすり くすり￣ farmaco, medicinale 15

くだもの くだ￢もの frutta 3

くち (口） くち￣ bocca 15

くに くに￣、～くに￢ paese 3

くび くび￣ collo 15

くもり くもり￢ nuvoloso 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す annuvolarsi 4

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

musica classica 2

クラス ク￢ラス classe 18

クリスマス クリス￢マス Natale 17

グループ グル￢ープ gruppo 16

くるま くるま￣ automobile 1

クロッポ ク￢ロッポ nuvole di drago [snack indonesiano] 12

ケーキ ケ￢ーキ torta 11

ゲームセンター ゲームセ￢ンター sala giochi 5ス

げつ（げつようび） 月 げ￢つ lunedì 13

けっこう（な） け￢っこう "basta così, grazie" [onorifico di "いい"] 12

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ matrimonio/sposarsi 17

げんき（な） げ￢んき attivo, vigoroso, essere in salute 4

けんこう けんこう￣ salute 15

けんこうてき（な） けんこうてき￣ sano 16

ご／～ご ～ご￣ suffisso per lingua 1

コイン コ￢イン moneta 2

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう suffisso contatore per numerazione (di serie) 13

こうえん こうえん￣ parco 5

こうきょ 皇居 こ￢うきょ Palazzo imperiale 5

こうこう こうこう￣ scuola secondaria di secondo grado 9

こうさてん こうさてん￣ incrocio 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う fabbrica 13

こうやって こうやって￢ in questo modo 15

コース コ￢ース corso 5ス

コート コ￢ート cappotto 3ス

コーナー コ￢ーナー angolo, sezione 10

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ tazza da caffè 17

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ bar, caffetteria 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 (fare una) telefonata internazionale 14

こけし こけし￣ bambola giapponese di legno 10

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ matrimonio [onorifico di "けっこん"] 18

ここ ここ￣ qui 5

ごご ご￢ご pomeriggio 4ス

く

け

こ
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こし こし￣ zona lombare 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん (suo/tuo) marito 1

こたえ こた￢え risposta 16

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す rispondere 16

こたつ こたつ￣ tavolino basso riscaldato 3

こちら こちら￣ lui/lei [formale] 14

こちらこそ こちらこ￢そ Altrettanto! 14

こっち こっち￢
qui/qua, da questa parte, in questa direzione
[informale di "こちら"]

4

コップ コップ￣ bicchiere 11

こと こと￢ cosa 2

こども こども￣ bambino 2

こどもたち こども￢たち bambini 3ス

この この￣ questo [aggettivo] 5

ごはん ご￢はん riso bianco, pasto 15

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー (fare una) fotocopia 14

コピーき コピ￢ーき fotocopiatrice 14

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ sacco per rifiuti 11

これ これ￣ questo [pronome] 14

これからも これからも￢ anche in futuro 18

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ più o meno, verso, circa 3

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す rompersi 14

こんど こ￢んど la prossima volta, questa volta, e poi 15ス

こんにちは こんにちは￢ Buongiorno., Salve. 4ス

コンピューター コンピュ￢ーター computer 14

こんぶ こ￢んぶ laminaria [alga marina] 12

さいきん さいきん￣ recentemente 15ス

サイクリング サ￢イクリング passeggiata in bicicletta 2

さいご さいご ultimo, fine 15ス

サイト サイト￣ sito web 9

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo, Sig.(ra) Saitoo [cognome giapponese] 13

さかな 魚 さかな￣ pesce 8

さくら さくら￣ ciliegio, fiore di ciliegio 3ス

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー (giocare a) calcio 2

ざっし ざっし￣ rivista 10

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo [città del Giappone] 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satoo, Sig.(ra) Satoo [cognome giapponese] 2

さま／～さま ～様 ――― suffisso per nome [onorifico di "さん"] 13

さむい さむ￢い freddo 3

さら さら￣ piatto 11

サラダ サ￢ラダ insalata 11

さん／～さん ――― Sig., Sig.ra 1

サンドイッチ サンドイ￢ッチ tramezzino 11

サンパウロ サンパ￢ウロ San Paolo [città del Brasile] 4

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ (fare una) passeggiata 2

じ／～じ ～時 ～￢じ suffisso per ora 7

しあい しあい￣ partita 2

しあわせ（な） しあわせ￣ felice 18

シート シ￢ート telo (plastificato, impermeabile) 11

じかん じかん￣ tempo 7

じかん／～じかん ～じ￢かん suffisso per ora [durata] 5

じこしょうかい じこしょ￢うかい autopresentazione 2

しごと しごと￣ lavoro 1

じさ じ￢さ fuso orario 13

ししゃ し￢しゃ filiale 13

ししゅう ししゅう￣ ricamo 10

じしょ じ￢しょ dizionario 9

しずか（な） し￢ずか silenzioso, tranquillo 5

しつもん しつもん￣ domanda 16

さ

し
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シドニー シ￢ドニー Sidney [città dell'Australia] 4

じぶん じぶん￣ sé 14

します 【～する3】 しま￢す fare 1

します（～に） 【～する3】 しま￢す prendere, decidere 11

じむ じ￢む lavoro di ufficio 14

ジム ジ￢ム palestra 16

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ allora 3

ジャカルタ ジャカルタ￣ Giacarta [città dell'Indonesia] 4

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け salmone 12

しゃしん しゃしん￣ fotografia 2

しゃちょう しゃちょう￣ presidente (di azienda) 14

シャツ シャ￢ツ camicia 17

シャワー シャ￢ワー doccia 13ス

しゅう しゅ￢う settimana 10

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ (ottenere un) impiego 17

ジュース ジュ￢ース succo 11

じゅうたい じゅうたい￣ traffico 7

しゅうまつ しゅうまつ￣ fine settimana 16

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか il 14 del mese 13

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

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ (fare una) trasferta di lavoro 10

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

しゅふ しゅ￢ふ casalinga 1

しゅみ しゅ￢み hobby 2

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

しょうがっこう しょうが￢っこう scuola elementare 9

しょうぎ しょうぎ￣ shogi [scacchi giapponesi] 2

じょうず（な） じょうず￢ bravo, abile 17ス

じょうば じょうば￣ equitazione 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￣ (fare) jogging 16

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ (consumare un) pasto 8

しょっぱい しょっぱ￢い salato 12

じょやのかね じょ￢やのかね
campane che annunciano il nuovo anno,
suonate 108 volte alla mezzanotte del 31
dicembre.

3

しります 【しる1】 しりま￢す conoscere 13

しろ し￢ろ bianco 11

しろい しろ￢い bianco 6

じん／～じん ～じん ～￢じん suffisso per nazionalità [persone] 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￣

Shin'ichi, Sig. Shin'ichi [nome giapponese] 13

しんごう しんごう￣ semaforo 6

しんこきゅう しんこ￢きゅう respiro profondo 15ス

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku [quartiere di Tokyo] 5

しんせき しんせき￣ parente 1

すい（すいようび） 水 す￢い mercoledì 13

すいえい すいえい￣ nuoto 2

すいかわり すいか￢わり gioco di spaccare un cocomero 3

すいじょうバス すいじょうバ￢ス battello 8

すいぞくかん すいぞく￢かん acquario 8

すいます 【すう1】 すいま￢す respirare, inspirare, fumare 15

スープ ス￢ープ zuppa 12

スカイツリー スカイツリ￢ー
Tokyo Sky Tree [nuova torre-simbolo di
Tokyo]

8ス

すき（な） すき￢ preferito, amato 2

スキー スキ￢ー sci 3

すきます 【すく1】 すきま￢す vuotarsi, liberarisi 13

すぐ す￢ぐ subito 6

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

programma 13

す
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すごい すご￢い tremendo, terribile, fantastico 4

すこし すこ￢し un po', poco 1

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki, Sig.(ra) Suzuki [cognome giapponese] 1

すずしい すずし￢い fresco [clima] 3

スタッフ スタ￢ッフ personale 14

ずっと ずっと￣ sempre, tutto il tempo 13ス

すっぱい すっぱ￢い aspro 12

ステージ ステ￢ージ palcoscenico 10

すてき（な） すてき￣ splendido, incantevole 17

ストレス スト￢レス stress 15ス

スペイン スペ￢イン Spagna 9

スペインご スペインご￣ spagnolo [lingua] 9

スポーツ スポ￢ーツ sport 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す vivere, abitare 1

すみません すみませ￢ん Mi scusi. 6

せいかつ 生活 せいかつ￣ vita (quotidiana) 10

セーター セ￢ーター maglione 17

せかい 世界 せ￢かい mondo 4

せかいいち （世界一） せか￢いいち migliore, primo del mondo 8

せなか せなか￣ schiena 15

ぜひ ぜ￢ひ assolutamente, ad ogni costo 5

せみ せみ￣ cicala 3

せんしゅう せんしゅう￣ la settimana scorsa 4

ぜんぜん ぜんぜん￣ per niente 9ス

センチ／～センチ ～セ￢ンチ centimetro 4

そう そ￢う sì 2

ソウル ソ￢ウル Seoul [città della Corea del sud] 4

ソーセージ ソーセ￢ージ salsicciotto 10

そして そして￣ quindi, e 4ス

そつぎょう（します）（【～する3】） そつぎょう￣ diplomarsi, laurearsi 17

そっち そっち￢
lì/là, da quella parte, in quella direzione [indica
la direzione vicina a chi ascolta]

4

そと そ￢と esterno, fuori 11

その その￣
quello [indica ciò che è vicino a chi ascolta,
aggettivo]

9

そふ そ￢ふ (mio) nonno 1

そぼ そ￢ぼ (mia) nonna 1

それ それ￣
quello [indica ciò che è vicino a chi ascolta,
pronome]

12

それから それから￢ dopo, e poi 5ス

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／それで￢
は

Allora, ci vediamo. 14

タイ タ￢イ Thailandia 10

だい～ 第～ だ￢い～ prefisso contatore per sequenza/ordine 13

だいがく だいがく￣ università 9

たいしかん たいし￢かん ambasciata 6

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ tutto a posto 7

タイじん タイ￢じん thailandese [persona] 10ス

だいすき（な） だ￢いすき preferito, amato, adorato 10ス

たいせつ（な） たいせつ￣ importante 18

たいせつに します たいせつに しま￢す conservare con cura 18

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ (fare) esercizio fisico 15

だいたい だいたい￣ in genere 3

たいへん（な） たいへん￣ Accidenti!, faticoso, duro 4

たうえ たうえ￢ piantatura del riso 3

タウン タ￢ウン città, paese, quartiere 5

たかい たか￢い caro, costoso 5

たかい たか￢い alto 6

たかく（たかい） た￢かく alto 15

たくさん たくさん￣ molto 5ス

たこあげ たこ￢あげ far volare un aquilone 2

せ

そ

た
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タコス タ￢コス tacos 10

たてもの たて￢もの edificio 6

たとえば たと￢えば per esempio 17

たなか／たなかさん 田中／田中さん たなか￣／たなかさん￣ Tanaka, Sig.(ra) Tanaka [cognome giapponese] 2

たのしい たのし￢い divertente 5

たのしみ たのし￢み piacere, non veder l'ora 7

たばこ たばこ￣ tabacco, sigaretta 16

たぶん た￢ぶん forse 4ス

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す mangiare 8

たべもの 食べもの たべ￢もの cibo 3

たまご 卵 たま￢ご uovo 12

たまごやき 卵やき たまごやき￣ frittata [frittata giapponese arrotolata] 11

だめ（な） だめ￢ no, non buono, impossibile 3ス

タワー タ￢ワー torre 6

たんご たんご￣ parola, vocabolo 9

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび compleanno 17

ダンス ダ￢ンス danza 10

たんぼ たんぼ￣ risaia 3

ちいさい 小さい ちいさ￢い piccolo 8ス

チーズ チ￢ーズ formaggio 12

チーム チ￢ーム squadra 2ス

チェス チェ￢ス scacchi 2

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク (fare un) controllo 13

ちかい ちか￢い vicino 8ス

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す diverso 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く vicino (a), nelle vicinanze 5ス

チキンカレー チキンカ￢レー pollo al curry 2

ちず ち￢ず mappa 10

ちち ち￢ち、ちち￢ (mio) padre 1

チヂミ チヂミ￣
buchimgae [frittelle coreane con verdure e
frutti di mare, simili a okonomiyaki giapponese]

10

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ suffisso per "durante, in fase di, mentre" 14ス

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう scuola secondaria di primo grado 9

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく Cina 1

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ cinese [lingua] 1

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ ultra-, super-, sopra- 2

チョコレート チョコレ￢ート cioccolato 11

ちょっと ちょ￢っと un po', poco [informale di "すこし"] 5

つうやく つ￢うやく interprete 10

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す utilizzare 9

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す sentirsi stanco, stancarsi 13

つき (月） つき￢ mese 10

つぎ つぎ￢ prossimo 16

つきじ 築地 つきじ￣ Tsukiji [quartiere di Tokyo] 5

つきます 【つく1】 つきま￢す arrivare 13ス

つきみ (月見） つきみ￣ godersi il chiaro di luna 3

つくります 【つくる1】 つくりま￢す cucinare, preparare 2

つけもの つけもの￣
ortaggi in salamoia, ortaggi conservati in una
pasta a base di crusca di riso

12

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す riferire, trasmettere 14

ツナ ツ￢ナ tonno sott'olio 12

つま つ￢ま (mia) moglie 1

つもります 【つもる1】 つもりま￢す accumularsi 4

つゆ つゆ￣ stagione delle pioggie 3

つよい つよ￢い forte 4ス

て て￢ mano 15

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す uscire fuori 7

できます 【できる2】 てつだいま￢す riuscire, saper fare 1

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す aiutare, dare una mano 10

デパート デパ￢ート grande magazzino, centro commerciale 6

ち

つ

て
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でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す uscire 13ス

でむかえ でむかえ￣ accogliere, ricevere 13

でも で￢も ma 12

てんき て￢んき meteo 3

でんき で￢んき luce, elettricità 13

でんきてん でんき￢てん negozio di elettrodomestici 5

でんしじしょ でんしじ￢しょ dizionario elettronico 9

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ treno 7

てんぷら てんぷら￣ tempura [frittura giapponese] 8

でんわ (電話） でんわ￣ telefono 10

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう numero di telefono 13

ど／～ど ～￢ど grado [temperatura] 3

ドイツ ド￢イツ Germania 9

ドイツご ドイツご￣ tedesco [lingua] 9

ドイツじん ドイツ￢じん tedesco [persona] 10ス

どう ど￢う come 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo [città del Giappone] 1

どうして ど￢うして perché 3

どうぞ ど￢うぞ prego 9

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

どうぶつ どうぶつ￣ animale 8

どうぶつえん どうぶつ￢えん zoo 5

どうも ど￢うも (grazie) tante/molte/mille 6

どうやって ど￢うやって come [per chiedere un modo] 6ス

とおい とおい￣、とお￢い lontano 5

とおか (十日) とおか￣ il 10 del mese 13

とおり とおり￢ strada, via 6

とき (時） とき￢ quando 2

ときどき ときどき￢ qualche volta, talvolta 10

とくい（な） とく￢い bravo 2

どくしょ （読書） ど￢くしょ lettura 2

とくに と￢くに specialmente, soprattutto 2

とけい とけい￣ orologio 17

どこ ど￢こ dove 6

どっち ど￢っち quale [tra due, informale di "どちら"] 11

とても とても￢ molto 3

となり となり￣ vicino, accanto, attiguo 6ス

どの ど￢の quale [tra tre e più] 5

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

quanto tempo 16

トマト ト￢マト pomodoro 12

とまります 【とまる1】 とまりま￢す fermarsi, arrestarsi 7

ともだち ともだち￣ amico 2

とやま 富山 と￢やま Toyama [città del Giappone] 4

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび sabato 7

ドライバー ドライバー￣ autista 13

ドライブ ドラ￢イブ giro in macchina 2

ドラマ ド￢ラマ telefilm, sceneggiato 10

とります 【とる1】 とりま￢す scattare (una foto) 2

どれ ど￢れ
quale [per indicare uno da un numero limitato di
elementi maggiore di tre]

8ス

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

どんな ど￢んな che tipo di 2

なか な￢か in, dentro 10

ながい なが￢い lungo 13ス

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura, Sig.(ra) Nakamaura [cognome
giapponese]

1

なし（ない） な￢し non c'è 13ス

なつ なつ￢ estate 3

なつやすみ なつや￢すみ vacanze estive 3ス

と

な

10/15 ©2017 The Japan Foundation



 2020/2/7

ことば かんじ アクセント イタリアご か

なに／なん な￢に／な￢ん
cosa [per indicare uno da un numero
indeterminato di elementi]

2

なにか な￢にか qualcosa 16

なにも なにも￣ niente 16

なべりょうり なべりょ￢うり
pietanza cucinata nel tegame giapponese
direttamente in tavola

3

なまえ なまえ￣ nome 9

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す imparare, ricevere un insegnamento 10

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す diventare 2

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す stare bene indosso (di vestito) 17

にがて（な） にがて￣ essere il punto debole 3

にぎやか（な） にぎ￢やか frequentato, popoloso, animato 5

にしぐち 西口 にしぐち￣ uscita ovest 5

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ il 24 del mese 13

にち／～にち ～日 ――― suffisso per giorno 13

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち domenica 7

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Giappone 1

にほんご 日本語 にほんご￣ giapponese [lingua] 1

にほんしゅ にほんしゅ￣
sakè [bevanda alcolica ottenuta dalla
fermentazione del riso]

11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん giapponese [persona] 1

にます【にる1】 にま￢す somigliare 9

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣ entrare in una scuola 17

にゅうがくしき にゅうがく￢しき cerimonia d'ammissione (a scuola) 3

ニューヨーク ニューヨ￢ーク New York [città degli Stati Uniti] 4

にん／～にん (～人) ――― suffisso contatore per persone 1

にんぎょう にんぎょう￣ bambola 2

ネクタイ ネ￢クタイ cravatta 17

ネックレス ネ￢ックレス collana 17

ねます【ねる2】 ねま￢す andare a letto, dormire 15

ねん 年 ね￢ん anno 10

ねん／～ねん ～年 ――― suffisso per anno 9

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda, Sig.(ra) Noda [cognome giapponese] 2

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す bere 15

のみもの 飲みもの のみ￢もの bevanda 11

のります 【のる1】 のりま￢す salire (sui mezzi) 8

は は￢ dente 15

パーティー パ￢ーティー festa 18

はい は￢い sì 4

はいります 【はいる1】 はいりま￢す entrare, fare (il bagno), stare dentro 15

はきます 【はく1】 はきま￢す indossare (le scarpe, le calze, i pantaloni) 15

はくぶつかん はくぶつ￢かん museo 6

はし はし￢ ponte 6

はし は￢し bacchette, bastoncini 11

はじめまして はじめま￢す Piacere! 2

ばしょ ばしょ￣ luogo 7

はしります 【はしる1】 はしりま￢す correre 16

バス バ￢ス autobus 5

パソコン パソコン￣ (personal) computer 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す lavorare 1

はつおん はつおん￣ pronuncia 9

はつか (二十日) はつか￣ il 20 del mese 13

バッハ バ￢ッハ Bach, Johann Sebastian 2

はな はな￢ fiore 3

はな はな￢ naso 15

はなし （話） はなし￢ discorso 10ス

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す parlare 1

バナナ バ￢ナナ banana 11

はなび は￢なび fuochi d'artificio 3

はなみ はなみ￢ ammirare la fioritura dei ciliegi 3

はは は￢は (mia) madre 1

に

ね

の

は

11/15 ©2017 The Japan Foundation



 2020/2/7

ことば かんじ アクセント イタリアご か

ははは ――― ah ah ah [risata] 7ス

ハム ハ￢ム prosciutto 12

はやい はや￢い presto 5

はやく（はやい） は￢やく presto, subito 15

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku [quartiere di Tokyo] 5

はる は￢る primavera 3

バルセロナ バルセ￢ロナ Barcellona [città della Spagna] 2ス

はれ はれ￢ bel tempo 4

はれます 【はれる2】 はれま￢す (il tempo) si rasserena 4

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー giorno di San Valentino 17

ハロー ハ￢ロー hello [saluto in inglese] 2

はん／～はん ～半 ～は￢ん suffisso per "mezz'ora" 13

ばんごう (番号） ばんご￢う numero 13ス

ひ （日） ひ￢、ひ￣ giorno 17

ビール ビ￢ール birra 11

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ uscita est 5

ピクニック ピ￢クニック picnic 11

ピクルス ピ￢クルス sottaceti 12

ひさしぶり ひさしぶり￣ Da quanto tempo! 4

びじゅつかん びじゅつ￢かん museo/galleria d'arte 8

ひしょ ひ￢しょ segretario 14

ひだり ひだり￣ sinistra 6

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ (fare un) trasloco 18

ひつよう（な） ひつよう￣ necessario 18

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ persona 5

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uno [contatore per un oggetto] 6

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ il primo, la prima 6

ひま（な） ひま￣ libero, non occupato 2

ひまわり ひま￢わり girasole 3

びょういん びょういん￣ ospedale, clinica 1

ひらがな ひらが￢な
hiragana [uno dei sistemi sillabici di scrittura
giapponese]

9

ひる ひる￢ giorno 13ス

ビル ビ￢ル palazzo 6

ひろい ひろ￢い vasto, spazioso, ampio 5

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ pirozhki [pasta fritta russa] 10

びん び￢ん volo (d'aereo) 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 5ス

フィリピン フィ￢リピン Filippine 10

プール プ￢ール piscina 16ス

ふうん ――― uhm 1

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す soffiare 4

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka [città del Giappone] 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￢ due [contatore per due oggetti] 6

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ il secondo, la seconda 6

ふたり （二人） ふたり￢ due persone 1ス

ぶどう ぶどう￣ uva 3

ぶどうがり ぶどうがり￣ vendemmia ludica 3

ふね ふ￢ね nave 8

ふふふ ――― ah ah ah [risatina, soprattutto femminile] 17ス

ふゆ ふゆ￢ inverno 3

フライト フライト￣ volo (d'aereo) 13

ブラジル ブラジル￣ Brasile 1

フランス フランス￣ Francia 9

フランスご フランスご￣ francese [lingua] 9

ふります 【ふる１】 ふりま￢す piovere, nevicare 3

プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト stampa/stampare 14

ひ

ふ
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フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ dolce di frutta 2

プレゼント プレ￢ゼント regalo 17

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん suffisso per minuto 7

ぶん ぶ￢ん frase 9

ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ grammatica 9

へいきん へいきん￣ media 3

へえ ――― Eh?, Wow 1

ペキン （北京） ペ￢キン Pechino [città della Cina] 4

へや へや￢ stanza 17

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ fluente 14

ペン ペ￢ン penna 14

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ studio/studiare 1

べんり（な） べ￢んり comodo 5

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド fidanzato 17

ほか ほか￣ altro 11

ほそながい ほそなが￢い stretto e lungo 6

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう
Hokkaido [isola settentrionale delle quattro
maggiori dell'arcipelago giapponese]

4ス

ポテトチップス ポテトチ￢ップス patatine fritte 11

ホテル ホ￢テル hotel 1

ポルトガル ポルトガル￣ Portogallo 1

ポルトガルご ポルトガルご￣ portoghese [lingua] 1

ほん ほ￢ん libro 10ス

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― suffisso contatore per oggetti lunghi e stretti 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 oggi chiuso 9ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ sede centrale 13

ほんとう ほんとう￣ vero, veramente 10ス

ほんとに ほんとに￣ davvero, veramente 12ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ (fare una) traduzione 10

まあ ま￢あ Oh! [espressione soprattutto femminile] 17ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ così così 13

まいあさ ま￢いあさ ogni mattina 16

まいにち ま￢いにち ogni giorno 4

まえ ま￢え davanti 7

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Mao, Sig.ra Mao [nome giapponese] 1

まがります 【まがる1】 まがりま￢す girare, curvare 6

まげます 【まげる2】 まげま￢す piegare 15

まず ま￢ず innanzitutto 10ス

また また￢ ancora, di nuovo 7

まだ ま￢だ non ancora 8

まち まち￢ città 5

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ (incontrarsi su) appuntamento 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す sbagliare 7

まちます 【まつ1】 まちま￢す aspettare 7

まっすぐ（な） まっす￢ぐ dritto 6

まつり まつり￣ festa, festival 3

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perdersi 7

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari, Sig.ra Mari [nome giapponese] 1

まるい まるい￣、まる￢い rotondo 6

マレーシア マレ￢ーシア Malaysia 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す ruotare 15

まんじゅう まんじゅ￢う
dolce giapponese farcito di marmellata di fagioli
rossi cotto al vapore

12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す si vede 6

みおくり みおくり￣ accompagnare 14

みぎ みぎ￣ destra 6

みず 水 みず￣ acqua 8

みせ みせ￢ negozio 5

みち みち￣ strada 6

へ

ほ

ま

み
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みなさん みな￢さん tutti 14

ミニレッスン ミニレッ￢スン lezioncina 10

みます 【みる2】 見ます みま￢す vedere, guardare 2

みみ みみ￢ orecchio 15

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ articoli artigianali 10

みんな みんな￢ tutti 18

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す accogliere, ricevere 13

むこう むこ￢う、むこう￣ l'altro lato, l'altra parte 10ス

むしあつい むしあつ￢い caldo umido 3

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difficile 9

むすこ むすこ￣ (mio) figlio 1

むすこさん むすこさん￣ (suo/tuo) figlio 1

むすめ むすめ￢ (mia) figlia 1

むすめさん むすめさん￣ (sua/tua) figlia 1

むね むね￢ petto, torace 15

むり（します）（【～する3】） む￢り (fare l') impossibile, eccedere 15

ムルタバ ムルタバ￣ murtabak [piatto malese] 10

め め￢ occhi 15

メール メール￣ e-mail 13

メキシコ メキシコ￣ Messico 10

めずらしい めずらし￢い raro 8

メモ メ￢モ appunto 11

もう も￢う già 8

もう もう￣ ancora, più 9

モーターズ モ￢ーターズ Motors [nome finto di azienda automobilistica] 13

もじ も￢じ lettera, carattere 9

もしもし も￢しもし Pronto? [al telefono] 4

モスクワ モスクワ￣ Mosca [città della Russia] 4

もちます 【もつ1】 もちま￢す tenere, prendere, portare 11

もちろん もち￢ろん certamente 8ス

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す portare 11

もの もの￢ oggetto, cosa 11

もみじ も￢みじ acero 3

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ ricevere 13

もんだい もんだい￣ problema 13ス

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi, Sig.(ra) Yagi [cognome giapponese] 11

やけい やけい￣ panorama notturna 8

やさい やさい￣ verdure 16

やさしい やさしい￣、やさし￢い dolce 17ス

やすい やす￢い economico 5

やすみ 休み やすみ￢ (giorno di) riposo 9ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す assentarsi, prendere una giornata libera 13ス

やたい や￢たい bancarella 8

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Yamada, Sig.(ra) Yamada [cognome giapponese] 3

やります 【やる1】 やりま￢す fare 15ス

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuuko, Sig.ra Yuuko [nome giapponese] 5ス

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく ufficio postale 6

ゆうめい（な） ゆうめい￣ famoso 5

ゆき ゆき￢ neve 4

ゆっくり ゆっく￢り lentamente 15

ようこそ よ￢うこそ Benvenuto. 13

ヨガ ヨ￢ガ yoga 16

よかったら よ￢かったら se gradisce, se gradisci 12

よく よ￢く spesso 2

よく よ￢く bene 4

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida, Sig.(ra) Yoshida [cognome giapponese] 7

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す leggere 9

よよぎ 代々木 よよぎ￣ Yoyogi [quartiere di Tokyo] 10ス

よる よ￢る notte 5

め

む

も

や
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よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す essere felice, essere contento 18

よろしく よろしく￣ saluti 14

ラーメン ラ￢ーメン ramen [spaghetti cinesi o giapponesi in brodo] 8

らいげつ (来月） ら￢いげつ il mese prossimo 14

らいしゅう らいしゅう￣ la settimana prossima 11

ライトアップ ライトア￢ップ illuminazione 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￣ (fare un) soggiorno di studio all'estero 10

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ (fare un) cambio di valuta 8

りょうしん りょ￢うしん genitori 1

りょうり 料理 りょ￢うり piatto, cucina 2

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ (fare un) viaggio 2

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス relax/rilassarsi 16ス

りんご りんご￣ mela 11

れきし れきし￣ storia 8

レストラン レ￢ストラン ristorante 5

レモン レ￢モン limone 12

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ (fare) esercizio 9

ローマ ロ￢ーマ Roma [città dell'Italia] 13ス

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Los Angeles [città degli Stati Uniti)] 4

ロシア ロ￢シア Russia 10

ロビー ロ￢ビー atrio 7

ロンドン ロ￢ンドン Londra [città d'Inghilterra] 4

わあ ――― wow 1

ワイン ワ￢イン vino 11

わかい わか￢い giovane 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す comprendere, capire 5

わさび わ￢さび rafano verde giapponese dal sapore piccante 12

わたし わたし￣ io 1

わたしたち わたし￢たち noi 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す attraversare 6

れ

ろ

わ

ら
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