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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜りかい＞

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 ――― ah 7

ああ ――― aa.. 4

あいさつ あ￢いさつ saludo 13

あいます 【あう1】 会います あいま￢す ver a alguien, verse, reunirse, quedar 3

あいます 【あう1】 あいま￢す combinar bien/ ir bien con 12

あお 青 あ￢お azul 17

あおい 青い あお￢い azul 4

あか 赤 あ￢か rojo 11

あかい 赤い あかい￣、あか￢い rojo/a 3

あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん bebé 17

あかり／あかりさん
あかり￣／
あかりさん￣

Akari (nombre japonés de chica) 3

あかるい あかるい￣、あかる￢い luminoso 5

あき 秋 あ￢き otoño 3

あけます 【あける2】 あけま￢す abrir 14

あげます 【あげる2】 あげま￢す dar 11

あげます 【あげる2】 あげま￢す levantar 15

あさ 朝 あ￢さ por la mañana (una parte del día) 4

あさごはん 朝ごはん あさご￢はん desayuno 8

あし 足 あし￢ pie, pierna 15

あじ 味 あじ￣ sabor 12

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 2

あたたかい あたたか￢い cálido 3

あたま 頭 あたま￢ cabeza 15

あたらしい 新しい あたらし￢い nuevo/a 5

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 後 あ￢と después 7

アドバイザー アドバ￢イザー consejero/a, asesor/a 15

アドバイス ア￢ドバイス consejo 15

あなた あな￢た usted 16

あに あ￢に mi hermano mayor 1

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ animación/dibujos animados 2

あね あね￣ mi hermana mayor 1

あの あの￣ eso 3

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) 3

あまい あまい￣、あま￢い dulce 12

あまり あまり￣ no mucho, apenas 2

あめ 雨 あ￢め lluvia 4

あめよこ （アメ横） あめよこ￣ Ameyayokocho (calle comercial de Tokio) 5

アメリカ アメリカ￣ Estados Unidos 10

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ idioma árabe 13ス

ありがとう あり￢がとう Gracias. 3

あります 【ある1】 ありま￢す haber 3

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す caminar 1

アルバイト アルバ￢イト trabajo a tiempo parcial 2

あれ あれ￣ aquello 6

いい い￢い bien 1

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

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

1/18 ©2017 The Japan Foundation



 2019/2/13

ことば かんじ アクセント スペインご か

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ no 1

いいます 【いう1】 言います いいま￢す decir 7

いえ 家 いえ￢ casa 18

いきさき 行先 いきさき￣ destino (en el contexto trasporte) 13

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ir 1

イギリス イギリス￣ Reino Unido 10

いくつ い￢くつ cuánto (cantidad) 11

イクラ いくら￣ Ikura, huevas de salmón 12

いけばな いけ￢ばな arte floral japonés 10

いざかや いざかや￣ bar, taberna 8

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (apellido japonés) 13

いそがしい いそがし￢い (estar) ocupado/a 2

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 10

いちご いちご￣ fresa 11

いちど いちど￢ una vez 9

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ un día 16

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ todo el día 4

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ todo el año 3

いちばん いちばん￣ el primero/lo que más 2

いつ い￢つ cuándo 3

いつか い￢つか algún día 10

いつごろ いつごろ￣ para cuando 3

いっしょに いっしょに￣ juntos 1

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣
haber un montón, estar lleno (también sirve
para comida)

12

いつも い￢つも siempre 3

いぬ いぬ￢ perro 4

イベント イベント￣ evento 10

いま 今 い￢ま ahora 1

います（～が／は） 【いる2】 いま￢す ser/estar 1

いままでに 今までに 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 ――― no (seco, informal) 13ス

いやあ ――― no… (informal) 15ス

いりぐち （入り口） いりぐち￣ entrada, puerta 7

イルカ いるか￣ delfín 8

いろ 色 いろ￢ color 12

いろいろ（な） いろいろ￣ varios/as, diferentes 2

いんしょく 飲食 いんしょく￣ bebida y comida 16

インターネット インターネ￢ット Internet 2

インド イ￢ンド India 10

インドネシア インドネ￢シア Indonesia 3

ううん ――― sí 7

うえ 上 うえ￣、うえ￢ arriba, encima, superior 15

うえの 上野 うえの￣ Ueno (nombre de barrio en Tokio) 5

うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん Ueno (apellido japonés) 13

うえのえき 上野駅 うえの￢えき Estación de Ueno 5ス

うえのこうえん 上野こうえん うえのこ￢うえん Parque Ueno 5

うけつけ うけつけ￣ recepción 14

うた うた￢ canción 2

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す cantar 2

うち （家） うち￣ mi casa 1

う
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ことば かんじ アクセント スペインご か

うで うで￢ brazo 15

うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す nacer 18

うみ 海 う￢み mar, océano 3

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

うれしい うれし￢い contento/a 2

うんどう うんどう￣ ejercicio 2

え ――― dibujo/cuadro 5

え 絵 え￢ pintura, dibujo, cuadro 2

エアコン エアコン￣ aire acondicionado 13

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 英語 えいご￣ inglés (idioma) 1

ええ ――― sí 1

ええと／ええっと ――― pues… 16

えき 駅 え￢き estación (de tren) 5

えはがき えは￢がき postal con fotografía 4

えび えび￣ gambas 12

エレベーター エレベ￢ーター ascensor 15

えん／～えん ～円 ――― yen, moneda japonesa (contador) 11

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

おおい 多い お￢おい numerosos/as 4

おおきい 大きい おおき￢い grande 5

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka (nombre de ciudad en Japón) 4

オーストラリア オーストラ￢リア Australia 1

オーストラリアじん オーストラリア人 オーストラリア￢じん australiano/a (nacionalidad) 1

おかあさん お母さん おか￢あさん madre 1

おかし（かし） おか￢し dulces 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ dinero 11

おがわ／おがわさん (小川／小川さん)
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa (apellido japonés) 4

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す despertarse, levantarse 2

おくさん お￢くさん esposa/mujer 1

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す enviar, mandar 13

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す llegar tarde 7

おこさん お子さん おこさん￣ hijo/a(s) (de otra persona) 17

おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ bebida alcohólica/sake 2

おさら（さら） おさら￣ plato 11

おじ おじ￣ (mi) tío 1

おじいさん おじ￢いさん abuelo 1

おじいちゃん おじ￢いちゃん abuelo (cariñoso) 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す explicar, enseñar 1

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

おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと trabajo 1

おします 【おす1】 おしま￢す apretar 15

おしゃれ（な） おしゃ￢れ de moda, elegante 18ス

おすし（すし） おす￢し sushi 8

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

おそい おそい￣、おそ￢い lento/a 7

おだいば （お台場） おだいば￣ Odaiba (nombre de barrio en Tokio) 5ス

おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ té 11

おっと おっと￣ mi esposo/marido 1

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ una salida programada (Excursión, etc) 4

おてら（てら） おてら￣ templo budista 4

おとうさん お父さん おと￢うさん padre 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

え

お
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ことば かんじ アクセント スペインご か

おとこ 男 おとこ￢ hombre, varón 1

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ niño(s), hijo(s) 1

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ hombre, varón 12

おとな （大人） おとな￣ adulto/a 5

おどります 【おどる1】 おどりま￢す bailar 2

おなか おなか￣ vientre, barriga 11

おなじ おなじ￣ igual, mismo 15

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（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ un favor (sustantivo) 9

おねがいします お願いします おねがいしま￢す por favor, se lo ruego 8

おば おば￣ (mi) tía 1

おばあさん おば￢あさん abuela 1

おばあちゃん おば￢あちゃん (mi) abuela 1

おばけやしき おばけや￢しき
casa embrujada (en el parque de
atracciones)

10

おはし（はし） おは￢し palillos 11

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 2

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￣ souvenir 8

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

おもいで （思い出） おもいで￣ recuerdo 17

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す pensar 18

おもしろい おもしろ￢い interesante 4

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】 泳ぎます およぎま￢す nadar 15

おります 【おりる2】 おりま￢す bajarse (de un medio de transporte) 6

オレンジ オレ￢ンジ naranja 12

おんがく 音楽 お￢んがく música 2

おんな 女 おんな￢ mujer 1

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ niña(s), hija(s) 1

カード カ￢ード tarjeta 18

かい／～かい ～回 ――― ～vez (contador) 10

かい／～かい ～かい￣ (contador para) planta/piso 15

かいぎ 会議 か￢いぎ reunión 13

かいご か￢いご
cuidado, asistencia para los mayores,
enfermos y/o descapacitados

1

がいこく 外国 がいこく￣ extranjero 2

がいこくご 外国語 がいこくご￣ idioma extranjero 2

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん extranjero/a (persona) 13ス

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ compañía, empresa 1

かいしゃいん かいしゃ￢いん empleado 1

かいだん かいだん￣ escaleras 15

ガイド ガ￢イド guía 10

かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprar 2

かいもの 買い物 かいもの￣ compra 2

かえります 【かえる2】 かえりま￢す volver a casa 2

かお かお￣ cara 15

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す escribir 2

かきます 【かく1】 かきま￢す dibujar 2

がくせい 学生 がくせい￣ estudiante 2

かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ ～mes (contador de termino, duración) 10

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
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ことば かんじ アクセント スペインご か

かぜ 風 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 18ス

がっこう 学校 がっこう￣ escuela 1

かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた Katsushita Shibamata (barrio de Tokio) 5ス

かつどう かつどう￣ actividad 10

カップ カ￢ップ taza 17

かど か￢ど esquina 6

かなざわ 金沢 か￢なざわ Kanazawa (nombre de ciudad en Japón) 4

カナダ カ￢ナダ Canadá 13ス

かばん かばん￣ mochila, bolsa 17

カメラ カ￢メラ cámara 5

かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび martes 1

からい から￢い picante 12

カラオケ カラオケ￣ karaoke 8

からだ 体 からだ￣ cuerpo 15

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

かるい かるい￣、かる￢い ligero/a 17

かれ か￢れ el, novio 18

カレー カレー￣ curry 2

かわ 川 かわ￢ río 3

かわい／かわいさん かわい￣／かわいさん￣ Kawai (apellido japonés) 8

かわいい かわい￢い mono/a 5

かわりに かわりに￣ en su lugar 10

かんこうきゃく かんこ￢うきゃく turista 10

かんこうちず かんこうち￢ず mapa turístico 8

かんこうバス かんこうバ￢ス bus turístico 8

かんこく （韓国） か￢んこく Corea 10

かんじ 漢字 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 10

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

7

きに いります （気に　いります） きに いりま￢す gustar, agradar 18

きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す tener cuidado 7

きおん きおん￣ temperatura (del ambiente) 4

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す escuchar, oír 2

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す preguntar 16

きせつ き￢せつ estación (del año) 3

きた 北 きた￣ norte 5

きたぐち 北口 きたぐち￣ entrada/salida norte (boca, acceso...) 6

きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ Kichijōji (barrio de Musashino) 5

きって きって￣ sello (postal) 2

きっと きっと￣ seguramente, probablemente 18

きてん 起点 きてん￣ punto de partida 13

きのう きの￢う、きのう￣ ayer 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す venir 1

きます 【きる2】 着ます きま￢す ponerse, vestirse 17

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

12

きもち （気持ち） きもち￣ sentimiento, sensación 5

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い me siento bien, es agradable 5

きもの （着物） きもの￣ kimono 17

キャッチボール（します） キャッチボ￢ール
catch ball, peloteo de béisbol (juego de
pasar la bola de béisbol)

16

き
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ことば かんじ アクセント スペインご か

キャビア キャ￢ビア caviar 12

キャビネット キャ￢ビネット taquilla, armario 14

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kiyama (apellido japonés) 11

キャンプ キャ￢ンプ acampada 17

ぎゅうどん ぎゅうどん￣
Gyudon, bol de arroz con carne de ternera
(comida japonesa)

2

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ス

きゅうり きゅ￢うり pepino 12

きょう 今日 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

きょうと 京都 きょ￢うと Kioto (nombre de ciudad en Japón) 4

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

きょねん 去年 きょ￢ねん año pasado 4

きらい（な） きらい￣ きらいですodiar, no gustar 12

きります 【きる1】 きりま￢す cortar 18ス

きれい（な） き￢れい bonito, precioso 3

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

ぎんこう ぎんこう￣ banco 6

きんようび／きん 金よう日／金 きんよ￢うび viernes 4

クイズ ク￢イズ adivinanza, quiz 12

くうこう 空港 くうこう￣ aeropuerto 13

くすり くすり￣ medicina 15

ください くださ￢い por favor 11

くだもの くだ￢もの fruta 3

くち 口 くち￣ boca 15

くつ くつ￢ zapatos 6

クッキー ク￢ッキー galleta 2ス

くに 国 くに￣、～くに￢ país 2

くにたち 国立 くにたち￣ Kunitachi (nombre de barrio en Tokio) 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno (apellido japonés) 10

くび くび￣ cuello (parte del cuerpo) 15

くも 雲 く￢も nube 4

くもり くもり￢ nublado 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す nublarse 4

くらい くらい￣、くら￢い oscuro/a 5

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 9

グラフ グラフ￣、グ￢ラフ gráfico 16

クリスマス クリス￢マス Navidad 17

くるま 車 くるま￣ coche/automovil 1

くろい 黒い くろ￢い negro/a 6

くん／～くん ――― sufijo para chicos 1

けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ teléfono móvil 16

けいゆち 経由地 けいゆ￢ち parada/escala en un vuelo 13

ケーキ ケ￢ーキ tarta/pastel 11

ゲーム ゲ￢ーム juego 17

けします 【けす1】 けしま￢す apagar, borrar 14

ゲスト ゲ￢スト invitado 14

げつ（げつようび） 月 げ￢つ mes 13

けっこん（します）(【する3】） 結婚 けっこん￣ matrimonio, boda 17

げんき（な） 元気 げ￢んき animado/a, sano/a, fuerte, alegre 3

けんこう けんこう￣ salud 15

けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち la salud es lo primero 15

けんめい 件名 けんめい￣ titulo/asunto (en un email) 3

こ／～こ ～￢こ contador para objetos pequeños 11

く

け

こ
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ご／～ご ～語 ～ご￣ idioma～ 1

コイン コ￢イン moneda 2

こう こ￢う así, de esta manera 15

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

こうえん こうえん￣ parque 2

こうこう 高校 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

コース コ￢ース curso (clase) 14

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 café 5

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

ここ ここ￣ aquí 5

ごご 午後 ご￢ご P.M., tarde, por la tarde 4

こし こし￣ caderas, riñones, cintura 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん esposo/marido 1

ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ parto (de otra persona) 18

コスプレ コスプレ￣ cosplay, disfraz de personaje de manga 10

ごぜん 午前 ご￢ぜん A.M., mañana 4

ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ por/durante la mañana 4

こたえ こた￢え respuesta, contestación 9

こちら こちら￣
aquí/por aquí, esto/e (cuando presentas a
una persona)

14

こちらこそ こちらこ￢そ igualmente 14

こっち こっち￢ aquí (informal) 4

コップ コップ￣ vaso 11

ことし 今年 ことし￣ este año 3

ことば ことば￢ palabra 17

こども 子ども こども￣ niño/a(s), hijo/a(s) 1

こどもたち 子どもたち こども￢たち niños/as, hijos/as 4

この この￣ esto/e/a 1

ごはん ご￢はん arroz 4

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

これ これ￣ esto 1

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ sobre las ～ 3

こわい こわ￢い tener miedo, espantoso/a, terrible, horrible 13

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す romperse, destruirse, estropearse 13

こん 今～ ―――
prefijo que indica presente o cercanía en el
tiempo

18

こんげつ 今月 こんげつ￣ este mes 18

コンサート コ￢ンサート concierto 7

コンサルタント コンサ￢ルタント consejero/a, asesor/a 1

こんしゅう 今週 こんしゅう￣ esta semana 4

こんにちは こんにちは￢ hola 4

こんばん こ￢んばん esta noche 8

コンピューター コンピュ￢ーター ordenador 1

さい／～さい ～￢さい ～ años de edad 1

さいきん さいきん￣ últimamente 15

サイト サイト￣ sitio web 10

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saito (apellido japonés) 11

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

Sakai (apellido japonés) 4

さかな 魚 さかな￣ pez, pescado 8

さかなつり 魚つり さかな￢つり pesca 3

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Sakamoto (apellido japonés) 15

さきます 【さく1】 さきま￢す florecer 3

さ
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さくら さくら￣ cerezo 3

さつ／＝さつ ――― contador para libros y cuadernos 9

サッカー サ￢ッカー fútbol 2

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Sapporo (nombre de ciudad en Japón) 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satō (apellido japonés) 1

さま／～さま ～様 ――― Sr./Sra./Srta. (sufijo honorífico muy formal) 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 ～ 1

ざんぎょう ざんぎょう￣ horas extra 2

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandwich 11

ざんねん（な） ざんね￢ん lamentable 12

さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ paseo(pasear) 2

じ ～時 ～￢じ (sufijo de hora) 1

しあい しあい￣ partido/encuentro 2

しあわせ（な） しあわせ￣ feliz 18

ジーンズ ジ￢ーンズ pantalones vaqueros/jeans 3

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop (pop japonés) 2

じかん 時間 じかん￣ tiempo, hora 1

じかん ～時間 ～じ￢かん ～horas (sufijo de duración de hora) 7

じこ じ￢こ accidente 7

しごと 仕事 しごと￣ trabajo 1

ししゃ 支社 し￢しゃ sucursal 13

じしょ じ￢しょ diccionario 9

しずか（な） し￢ずか tranquilo, silencioso 3

した 下 した￣、した￢ abajo, debajo 11

しっかり しっか￢り firme/sólido, fuertemente 15ス

しつもん しつもん￣ pregunta 9

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

bicicleta 1

シドニー シ￢ドニー Sídney (nombre de ciudad en Australia) 13

しながわ 品川 しながわ￣ Shinagawa (nombre de barrio en Japón) 1

じぶん 自分 じぶん￣ uno/a mismo/a 11

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　llevaré/tomaré ocha. 18

じむ じ￢む trabajo de oficina 14

ジム ジ￢ム gimnasio 15

しめます 【しめる2】 しめま￢す cerrar 14

じゃあ じゃ￢あ entonces/pues 1

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

chaqueta 3

しゃしん 写真 しゃしん￣ foto 2

しゃしんたて 写真たて しゃしん￢たて Marco de fotos 17

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

シャツ シャ￢ツ camisa 17

ジャパン・エキスポ ジャパン・エ￢キスポ
exposición universal en Japón (JAPAN
EXPO)

10ス

シャワー シャ￢ワー ducha 13

しゅう 週 しゅ￢う semana 10

しゅうかん しゅうかん￣ costumbre 17

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ～ semanas (contador) 10

しゅうしょく しゅうしょく￣ obtención de un empleo 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 週末 しゅうまつ￣ fin de semana 8

じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか dia 14 4

しゅくだい しゅくだい￣ deberes 9

しゅっさん しゅっさん￣ parto 17

し
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しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ viaje de trabajo 10

しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ partida, salida 13

しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ salida/partida (medio de transporte) 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￣ presentar 14

しょうがつ しょうがつ￢ el Año Nuevo 3

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう
escuela primaria (durante 6 años a partir de
los 6 años de edad)

9

しょうぎ しょうぎ￣ Shogi, ajedrez japonés 2

じょうず（な） （上手） じょうず￢ hábil, ser bueno/a en algo 14

しょうせつ しょうせつ￣ novela 10

じょうだん じょうだ￢ん broma 13

しょうらい しょ￢うらい futuro 10

ショー ショ￢ー espectáculo/show/desfile 8

ジョギング ジョギング￣ jogging, footing 16

しょくじ 食事 しょくじ￣ comida (desayuno, almuerzo y cena) 5

しょっぱい しょっぱ￢い salado/a 12

しります 【しる1】 しりま￢す saber, conocer 5

しろ 白 し￢ろ blanco 11

しろい 白い しろ￢い blanco 6

じん／～じん ～人 ～￢じん
(sufijo que indica nacionalidad/contador de
persona)

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

しんかんせん しんか￢んせん tren bala 4

しんごう しんごう￣ semáforo 6

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku (nombre de barrio en Japón) 5

しんせき しんせき￣ pariente, familiar 1

しんせん（な） しんせん￣ fresco/a 12

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 fumar 16

すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび miércoles 1

スーツ ス￢ーツ traje de chaqueta ７ス

スープ ス￢ープ sopa 11

スカート スカ￢ート falda ７ス

すき（な） 好き すき￢ gustar 2

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 11

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す demasiado/a 13

すぐ す￢ぐ enseguida, inmediatamente 6

すくない 少ない すくな￢い poco/a 5

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 少し すこ￢し un poco 9

すし す￢し、すし￢ sushi 8

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki (apellido japonés) 7

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 14

すっぱい すっぱ￢い ácido/a, agrio/a 12

すてき（な） すてき￣ bonito, maravilloso 6

ストレス スト￢レス estrés 15

ストレッチ ストレ￢ッチ estiramiento 16

スピーチ スピ￢ーチ discurso 9

スプーン スプ￢ーン cuchara 11

スペイン スペ￢イン España 2

スペインご スペイン語 スペインご￣ español (idioma) 2

す
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スポーツ スポ￢ーツ deportes 2

スポーツクラブ スポーツク￢ラブ club deportivo 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

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sentarse, tomar asiento 14

せいかつ せいかつ￣ vida cotidiana 15

セーター セ￢ーター jersey 3

せかい せ￢かい mundo 12

せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ explicar 9

せなか せなか￣ espalda 15

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

5

せん 先～ ――― ｐrefijo que indica anterioridad 18

せんげつ 先月 せ￢んげつ mes pasado 18

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ semana pasada 13

せんせい 先生 せんせ￢い profesor/a, maestro/a 9

ぜんぜん ぜんぜん￣ en absoluto/completamente 4

センター セ￢ンター centro (establecimiento) 10

せんだい 仙台 せ￢んだい Sendai (nombre de ciudad en Japón) 4

そう そ￢う así, de esa manera 1

そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ consulta (consultar) 11

そして そして￣ y/y entonces 3

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

そと 外 そ￢と fuera, exterior 2

その その￣ eso/e/a 2

そふ そ￢ふ (mi) abuelo 1

そぼ そ￢ぼ (mi) abuela 1

そら 空 そ￢ら cielo 4

それ それ￣ eso 12

それから それから￣ después de eso 2

そんな そんな￣ eso, tal cosa 14

だいがく 大学 だいがく￣ universidad 9

だいがくいん だいがく￢いん curso de posgrado 9

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ estar bien, sin problema 3

だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき gustar mucho/encantar 17

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) 15

だいたい だいたい￣ más o menos 1ス

たいふう たいふ￢う tifón 4

たいへん（な） たいへん￣ tremendo/a, grave, muy/mucho 2

たかい 高い たか￢い caro 5

たかい 高い たか￢い alto 5

たくさん たくさん￣ muchos 1

タクシー タ￢クシー taxi 6

たちます 【たつ1】 たちま￢す levantar/se 15

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 楽しい たのし￢い divertido, agradable 1

たのしみ 楽しみ たのし￢み placer, たのしみです Me hace ilusión. 3

たばこ たばこ￣ tabaco, cigarrillo 16

たぶん た￢ぶん quizá/tal vez 4

たべます【たべる2】 食べます たべま￢す comer 2

たべもの 食べ物 たべ￢もの alimento, comida 5

たまご 卵 たま￢ご huevo 12

だめ（な） だめ￢ no bueno, inútil, inservible 15ス

せ
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だれ だ￢れ quién 1

タワー タ￢ワー torre 6

たんご たんご￣ vocabulario 9

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび cumpleaños 17

ダンス ダ￢ンス danza/baile 10

だんだん だんだん￣
paso a paso, gradualmente,
progresivamente

3

たんとう（します）(【する3】） たんとう￣ encargarse 13

ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeño/a 5

チーズ チ￢ーズ queso 12

チェック（します）(【する3】） チェ￢ック comprobación (comprobar) 9

ちかい ちか￢い cerca 1

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 6

ちこく ちこく￣ llegar tarde 7

ちず ち￢ず mapa, plano 8

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (mi) padre 1

ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ taza para té japonés, cuenco para arroz 9

ちゅう （～中） ～ちゅう￣ durante 13ス

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

9

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく China (nombre de país) 2

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ chino (idioma) 2

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん chino/a (nacionalidad) 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 4

チリ チ￢リ chile, salsa de chile 12

つうやく つ￢うやく intérprete 10

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す usar, utilizar 9

つかれ つかれ￢ cansancio 15ス

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す cansarse 7

つき （月） つき￢ luna 4

つき 月 つき￢ mes 10

つきます 【つく1】 （着きます） つきま￢す llegar 7

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

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

つけます 【つける2】 つけま￢す encender, prender 14

つけもの つけもの￣ encurtidos 12

ツナ ツ￢ナ atún 12

ツボ ツボ￣ puntos de presión (terapéutica) 15

つま つ￢ま mi esposa/mujer 1

つめたい つめたい￣、つめた￢い frío/a 12

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

つよい つよ￢い fuerte, poderoso/a 4

て 手 て￢ mano 15

ティーシャツ Ｔシャツ ティーシャツ￣ camiseta 3

ていこく 定刻 ていこく￣ hora establecida/fijada 13

テーブル テーブル￣ mesa 11

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

てがみ てがみ￣ carta 4

できます 【できる2】 できま￢す poder hacer 2

できるだけ できるだけ￣ siempre que sea posible, a ser posible 15

テスト テ￢スト examen 9

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ayuda 9

では で￢は entonces, pues, bien 18

デパート デパ￢ート centro comercial/grandes almacenes 5

でます 【でる2】 出ます でま￢す salir 4

でも で￢も pero 1

テレビ テ￢レビ televisión 5

ち

つ
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てんき 天気 て￢んき tiempo, estado atmosférico 3

でんき 電気 で￢んき electricidad, luz eléctrica 13

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ tren 1

てんぷら てんぷら￣ tempura 8

でんわ（します）(【する3】） 電話 でんわ￣ teléfono 13

ドア ド￢ア puerta 14

ドイツ ド￢イツ Alemania 9

ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ alemán (idioma) 9

どう ど￢う cómo, qué tal 1

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokio (nombre de ciudad en Japón) 1

どうして ど￢うして ¿por qué? 3

どうぞ ど￢うぞ adelante 11

とうちゃく 到着 とうちゃく￣ llegada 13

とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ vuelos de llegada 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) 1

とおい とおい￣、とお￢い lejano/distante 5

とおく とおく￢ lejos 16

とおり 通り とおり￢ calle, avenida 5

とき （時） とき￢ cuando 2

ときどき ときどき￢ a veces 2

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 時計 とけい￣ reloj 17

どこ ど￢こ dónde 1

どこか ど￢こか algún lugar 8ス

ところ ところ￢ lejos, lejano/a 1

としょかん としょ￢かん biblioteca 6

どちら ど￢ちら dónde (formal), cuál 11

どっち ど￢っち cuál (coloquial) 11

とても とても￢ mucho 3

どの ど￢の cúal 3

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

cuánto 1

トマト ト￢マト tomate 12

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す pararse, detenerse 7

ともだち 友だち ともだち￣ amigo/a(s) 1

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび／ど￢ sábado 4

ドライバー ドライバー￣ conductor 13

ドライブ ドラ￢イブ paseo en coche 2

とらさん とら￢さん Tora (nombre japonés para chico) 5

ドラマ ド￢ラマ serie (TV), telenovela 10

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す sacar (una foto) 2

どれ ど￢れ cuál 10

トレーナー トレーナー￣ entrenador/a, instructor/a 16

トレーニング トレ￢ーニング entrenamiento 15

とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す quitarse, despedirse 15ス

どんな ど￢んな qué tipo 2

ナイフ ナ￢イフ cuchillo 11

なか 中 な￢か dentro 2

ながい なが￢い largo/a 3

なかがわ／なかがわさん (中川／中川さん)
なか￢がわ／
なか￢がわさん

Nakagawa (apellido japonés) 3

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura (apellido japonés) 13

なつ 夏 なつ￢ verano 3

と

な
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なつやすみ 夏休み なつや￢すみ vacaciones de verano 3

ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ Nanae (nombre japonés para chica) 6

なに／なん 何 な￢に／な￢ん qué 1

なにか 何か な￢にか algo 15

なにも 何も なにも￣ nada 7

なまえ なまえ￣ nombre 6

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 3

にがて（な） にがて￣ torpe, ser malo/a en algo 3

にぎやか（な） にぎ￢やか concurrido/a, animado/a, alegre 3

にく 肉 にく￢ carne 15

にし 西 にし￣ oeste 5

にち／～にち ～日 ――― día～ (sufijo de fecha) 4

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび domingo 4

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 （日本酒） 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

にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ típico japonés 6

にほんぶんか 日本文化 にほんぶ￢んか cultura japonesa 10

にます 【にる2】 にま￢す parecerse 9

にもつ に￢もつ equipaje 13

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

にん／～にん ～人 ―――
(sufijo que indica nacionalidad o contador de
persona)

1

にんき 人気 にんき￣ popularidad, popular/de moda 5

にんぎょう にんぎょう￣ muñeca 2

ぬ ぬるい ぬる￢い tibio/a 13

ネクタイ ネ￢クタイ corbata 17

ねこ ね￢こ gato 3

ねだん ねだん￣ precio 13

ネックレス ネ￢ックレス collar 17

ねます 【ねる2】 ねま￢す dormir 2

ねむい ねむい￣、ねむ￢い tener sueño 13

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

poder dormir/no poder dormir 15

ねん 年 ね￢ん año 10

ねん／～ねん ～年 ――― año～ (contador de años) 10

ねんせい ～年生 ～ね￢んせい estudiante de ～año 3

のだ／のださん (野田／野田さん) 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 2

のみもの 飲み物 のみ￢もの bebida 11

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す subir, tomar (vehículo) 6

は は￢ diente, muela 15

はあ ――― mmm… a ver… (pensando) 13ス

パーティー パ￢ーティー fiesta 3

バーベキュー バーベ￢キュー barbacoa 11

はい は￢い sí 2

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す entrar 12

はくぶつかん はくぶつ￢かん museo 4

はし は￢し palillos 11

はし／～ばし はし￢ puente 6

はじめて はじ￢めて por primera vez 16

はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す empezar 14

ばしょ 場所 ばしょ￣ lugar 7

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す correr 15

バス バ￢ス autobús 1

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

ね

に

の
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はつおん はつおん￣ pronunciación 9

バッグ バ￢ッグ bolso 17

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

2

バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン bádminton (jugar a bádminton) 16

はな 花 はな￢ flor 2

はな はな￢ nariz 15

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す hablar, conversar 1

バナナ バ￢ナナ plátano, banana 11

はなび （花火） は￢なび fuegos artificiales 3

はなみ 花見 はなみ￢ observación de las flores en primavera 3

はは 母 は￢は (mi) madre 1

はやい はや￢い rápido / temprano 7

はやく（はやい） は￢やく rápidamente 7

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku (nombre de barrio en Tokio) 5ス

はる 春 は￢る primavera 3

はれ 晴れ はれ￢ cielo despejado, buen tiempo 4

はれます 【はれる2】 晴れます 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

はん／～はん ～半 ～は￢ん medio/a (hora) 7

パン パ￢ン pan 11

ばんごう 番号 ばんご￢う número 13

ばんごはん ばんご￢はん cena 8

パンフレット パ￢ンフレット folleto 14

ひ 日 ひ￢、ひ￣ día 7

ビール ビ￢ール cerveza 11

ひがし 東 ひがし￣ este 11

ピクニック ピ￢クニック picnic 11

ひこうき ひこ￢うき avión 13

ひさしぶり ひさしぶり￣ cuánto tiempo 13

びじゅつかん びじゅつ￢かん museo de arte 2

ひしょ ひ￢しょ secretario/a 14

ひだり 左 ひだり￣ izquierda 6

ひづけ ひづけ￣ fecha 4

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

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ gente, persona 1

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uno (contador) 6

ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ primero/a 6

ひとり １人／一人 ひと￢り una persona 2

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 昼 ひる￢ día, mediodía 3

ビル ビ￢ル edificio 5

ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん comida (del mediodía), almuerzo 8

ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ sobre/hacia el mediodía 4

ひろい 広い ひろ￢い espacioso/a, amplio/a, extenso/a 5

ひろしま 広島 ひろしま￣ Hiroshima (nombre de ciudad en Japón) 1

ヒント ヒ￢ント pista, clave 12

びんめい 便名 びんめい￣ número de vuelo 13

ファイル ファ￢イル archivo, fichero 14

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

フィリピン フィ￢リピン Filipinas 10

プール プ￢ール piscina 16

ふうん ――― ¡vaya! 12

フォーク フォ￢ーク tenedor 11

ひ

ふ
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ふきます 【ふく1】 ふきま￢す soplar 4

ふく ふく￢ ropa 3

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka (nombre de ciudad en 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 (contador) 5

ふたつめ
２つ(目)／二つ
(目)

ふたつめ￢ segundo/a 6

ふたり ２人／二人 ふたり￢ dos (contador de persona) 1

ぶどう ぶどう￣ uva 3

ふべん（な） ふ￢べん incómodo/a, inconveniente 5

ふゆ 冬 ふゆ￢ invierno 3

フライト フライト￣ vuelo 13

ブラジル ブラジル￣ Brasil 10

ブラジルじん ブラジル人 ブラジル￢じん brasileño/a (nacionalidad) 10

フラメンコ フラメ￢ンコ flamenco 10

フランス フランス￣ Francia 9

フランスご フランス語 フランスご￣ francés (idioma) 9

ふります 【ふる1】 ふりま￢す caer, llover 4

ふるい 古い ふる￢い viejo, antiguo/a 5

ブルーベリー ブルーベ￢リー arándano 15

プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント regalo (regalar, hacer un regalo) 17

ブログ ブログ￣ blog 7

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん minuto～ (sufijo o contador de minutos) 1

ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura 9

ぶんぽう ぶんぽう￣ gramática 9

ペア ペ￢ア pareja 17

へえ ――― ehh/¿en serio? 8

ベトナム ベトナム￣ Vietnam 10

へや へや￢ habitación 13

ペン ペ￢ン bolígrafo, pluma 14

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

へんじ へんじ￢ respuesta 11

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

1

ホーム ホ￢ーム andén 5ス

ホール ホ￢ール hall, auditorio 2

ほか ほか￣ otro/a 2

ほし ほし￣ estrella 4

ほしい ほし￢い querer/desear algo 17

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaidô (isla norte de Japón) 8

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 5

ほら ほ￢ら ¿ves?, mira 18ス

ホラー ホ￢ラー terror 2

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal 10

ポルトガルご ポルトガル語 ポルトガルご￣ Portugués (idioma) 10

ほん 本 ほ￢ん libro 2

ほん／～ほん／ぼん／ぽん （～本） ――― (contador para objetos alargados) 16

ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ oficina principal 13

ほんとう ほんとう￣ verdad 18ス

ほんとうに ほんとうに￣ de verdad, verdaderamente 9ス

ほんや 本や ほ￢んや librería 7

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

まあ ま￢あ bueno… vaya… 5ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ más o menos, aceptable, 14ス

まい 毎～ ――― cada ～ 16

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ cada mañana 16

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ cada semana 1

まいつき 毎月 まいつき￣ cada mes 18

へ

ほ

ま
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まいとし／まいねん 毎年
まいとし￣／
まいねん￣

cada año 10

まいにち 毎日 ま￢いにち cada día 1

まいばん ま￢いばん cada noche 16

まえ 前 ま￢え frente, delante 6

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

まご まご￢ nieto 1

マシン マシ￢ン maquina (de entrenamiento) 16

まずい まず￢い poco apetitoso/poco apetecible 12

また また￢ de nuevo 7

まだ ま￢だ todavía 8

まだまだ ま￢だまだ todavía/aún 14

まち 町 まち￢ ciudad, barrio 4

まちあるき 町歩き まちあ￢るき caminar por la ciudad 5

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ 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】 待ちます まちま￢す esperar 7

マッサージ（します）(【する3】） マッサ￢ージ masaje (hacer un masaje) 15

まっすぐ（な） まっす￢ぐ recto (dirección) 6

まど ま￢ど ventana 14

マドリード マドリ￢ード Madrid (nombre de ciudad en España) 13

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perderse 7

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

マンガ マンガ￣ manga 10

まんざい まんざ￢い Manzai (diálogo cómico teatral) 10

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す verse 6

みかん み￢かん mandarina 3

みぎ 右 みぎ￣ derecha 6

みせ 店 みせ￢ tienda 5

みち 道 みち￣ camino 6

みっか ３日／三日 みっか￣ día tres 18

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ tres (contador) 11

みなさん みな￢さん todos (segunda y tercera persona) 11

みます 【みる2】 見ます みま￢す ver, mirar 2

みみ 耳 みみ￢ oreja 15

みんな みんな￢ todos 5

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

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

め 目 め￢ ojo 15

めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ funda de tarjetas de visita 17

メートル／～メートル ～メ￢ートル ～metro (sufijo de longitud) 4

メール メール￣ mail, correo electrónico 1

メキシコ メキシコ￣ México 18

めずらしい めずらし￢い poco común, raro/a 8

メッセージ メ￢ッセージ mensaje 14

メモ メ￢モ memo, memorándum, nota, apunte 14

メルボルン メルボ￢ルン Melbourne (nombre de ciudad en Australia) 3

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

み
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もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび jueves 1

もじ も￢じ escritura, letra 9

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

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す
tener algo a mano, llevar, もっていきます
（もっていく）llevar

11

もちろん もち￢ろん por supuesto 8

もっていきます 【もっていく1】 持っていきます もっていきま￢す llevar 11

もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す traer 11

モネ モ￢ネ Claude Monet (1840-1926, Francia) 2

もの 物 もの￢ cosa 8

もみじ も￢みじ arce, hoja roja de arce 3

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す recibir 13

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (apellido japonés) 9

やきそば やきそば￣ Yakisoba,  tallarines salteados 2

やきとり やきとり￣ pincho de pollo 5

やきゅう やきゅう￣ béisbol 2

やけい やけい￣ vista nocturna 8

やさい 野菜 やさい￣ verdura 12

やさん／～やさん ――― tienda de ～ (tendero de ～ tienda) 8

やすい 安い やす￢い barato/a, economico/a 5

やすだ／やすださん (安田／安田さん) やすだ￣／やすださん￣ Yasuda (apellido japonés) 15

やすみ 休み やすみ￢ (día de) descanso/vacaciones 3

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

やま 山 やま￢ montaña 3

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

やみます 【やむ1】 やみま￢す parar (de llover, nevar) 4

やります 【やる1】 やりま￢す llevar, tener 15

ゆうえんち ゆうえ￢んち parque de atracciones 5

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yūko (nombre japonés para chica) 1

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

ゆかた ゆかた￣ Yukata, kimono casual de verano 3

ゆき 雪 ゆき￢ nieve 4

ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま muñeco de nieve 4

ゆっくり ゆっく￢り despacio 4

ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします hacer algo con tranquilidad 2

ゆびわ ゆびわ￣ anillo, sortija 18

ようこそ よ￢うこそ bienvenido 13

ようび よう日 ようび￣ día de la semana 11

ヨガ ヨ￢ガ yoga 16

よかったら よ￢かったら si le parece bien 6

よく よ￢く con frecuencia, seguido 2

よく よ￢く bien 4

よこ よこ￣ horizontal 12

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida (apellido japonés) 1

よっつ ４つ／四つ よっつ￢ cuatro (contador) 3

よてい よてい￣ plan, programa, agenda 8

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す leer 2

よやく よやく￣ reserva 18

よる 夜 よ￢る noche 3

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 9

ラーメン ラ￢ーメン ramen  (fideos con caldo) 8

らい 来～ ――― próximo ～ 18

らいげつ 来月 ら￢いげつ mes que viene 3

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ semana que viene 1

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

らいねん 来年 らいねん￣ año que viene 1

や

ゆ

よ

ら
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ことば かんじ アクセント スペインご か

ラウンジ ラウンジ￣
lounge,  sala de descanso/de espera/vestí
bulo

16

りっぱ（な） りっぱ￣ magnífico/a, espléndido/a 6

りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣
estudios en el extranjero (estudiar en el
extranjero)

10

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい estudiante extranjero/a 10

りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん Ryō (nombre japonés para chico) 1

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 cocina, plato, gastronomía 2

りょこう（します）(【する3】） 旅行 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) 15ス

りんご りんご￣ manzana 11

れい れ￢い ejemplo 2

れきし れきし￣ historia 8

レストラン レ￢ストラン restaurante 5

レタス レ￢タス lechuga 12

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

れんらく（します）(【する3】） れんらく￣ avisar, contactar 7

ロシア ロ￢シア Rusia 10

ロシアご ロシア語 ロシアご￣ ruso (idioma) 10

ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん ruso/a (nacionalidad) 10

ロビー ロ￢ビー vestíbulo, lobby 7

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

わあ ――― ¡ala! 12

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

わたし 私 わたし￣ Yo 1

わたしたち 私たち わたし￢たち Nosotros/as 1

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

わるい わる￢い malo/a 15

わ

り

れ

ろ

18/18 ©2017 The Japan Foundation


