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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　Glossario （五十音順　Ordem alfabética japonesa ）

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 ポルトガルご か

あ ――― Ah! 7

ああ ――― Ah 4

あいさつ あ￢いさつ cumprimentos 13

あいます 【あう1】 会います あいま￢す encontrar 3

あいます 【あう1】 あいま￢す combinar 12

あお 青 あ￢お azul 17

あおい 青い あお￢い azul 4

あか 赤 あ￢か vermelho 11

あかい 赤い あかい￣、あか￢い vermelho 3

あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん bebê 17

あかり／あかりさん
あかり￣／
あかりさん￣

Akari/Sra. Akari 3

あかるい あかるい￣、あかる￢い claro 5

あき 秋 あ￢き outono 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 manhã 4

あさごはん 朝ごはん あさご￢はん café da manhã 8

あし 足 あし￢ pé 15

あじ 味 あじ￣ gosto, sabor 12

あした あした￢ amanhã 4

あそこ あそこ￣ lá, ali 6

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す brincar 2

あたたかい あたたか￢い quente, ameno, aconchegante 3

あたま 頭 あたま￢ cabeça 15

あたらしい 新しい あたらし￢い novo 5

あたり あ￢たり próximo, perto 5

あつい あつ￢い quente, calor 3

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す colecionar 2

あと 後 あ￢と depois 7

アドバイザー アドバ￢イザー conselheiro 15

アドバイス ア￢ドバイス conselho 15

あなた あな￢た você 16

あに あ￢に meu irmão mais velho 1

アニメ アニメ￣、ア￢ニメ filme de animação japonês 2

あね あね￣ minha irmã mais velha 1

あの あの￣ aquele 3

あのう ――― Por favor.... 7

あぶない あぶない￣、あぶな￢い perigoso 5

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe/Sra. Abe 3

あまい あまい￣、あま￢い doce 12

あまり あまり￣ não muito 2

あめ 雨 あ￢め chuva 4

あめよこ （アメ横） あめよこ￣ Ameyoko 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￣ língua árabe 13ス

ありがとう あり￢がとう obrigado 3

あります 【ある1】 ありま￢す haver, ter (seres inamimados) 3

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す andar, caminhar 1

アルバイト アルバ￢イト serviço temporário, bico 2

あれ あれ￣ aquilo 6

いい い￢い bom 1
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ não 1

いいます 【いう1】 言います いいま￢す dizer 7

いえ 家 いえ￢ casa 18

いきさき 行先 いきさき￣ destino 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￣ Inglaterra 10

いくつ い￢くつ quanto 11

イクラ いくら￣ ova de salmão 12

いけばな いけ￢ばな ikebana (arranjo floral) 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/Sr. Ishikawa 13

いそがしい いそがし￢い ocupado, atarefado 2

いたい いた￢い doer 15

いただきます いただきま￢す expressão utilizada antes de comer 12

イタリア イタリア￣ Itália 10

いちご いちご￣ morango 11

いちど いちど￢ uma vez 9

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ um dia 16

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ o dia todo 4

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ o ano todo 3

いちばん いちばん￣ primeiro 2

いつ い￢つ quando 3

いつか い￢つか um dia, algum dia 10

いつごろ いつごろ￣ quando mais ou menos 3

いっしょに いっしょに￣ junto 1

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ (barriga) cheia 12

いつも い￢つも sempre 3

いぬ いぬ￢ cachorro 4

イベント イベント￣ evento 10

いま 今 い￢ま agora 1

います（～が／は） 【いる2】 いま￢す ter, haver 1

いままでに 今までに いまま￢でに até agora 9

いみ い￢み significado 9

いもうと いもうと￢ minha irmã mais nova 1

いもうとさん いもうとさん￣ irmã mais nova (dos outros) 1

いや ――― Ah, não 13ス

いやあ ――― Bem..., Ah, não 15ス

いりぐち （入り口） いりぐち￣ entrada 7

イルカ いるか￣ golfinho 8

いろ 色 いろ￢ cor 12

いろいろ（な） いろいろ￣ vários 2

いんしょく 飲食 いんしょく￣ comer e beber 16

インターネット インターネ￢ット internet 2

インド イ￢ンド Índia 10

インドネシア インドネ￢シア Indonésia 3

ううん ――― Bem..., Hum... 7

うえ 上 うえ￣、うえ￢ em cima, alto 15

うえの 上野 うえの￣ Ueno 5

うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん Ueno/Sr. (Sra) Ueno 13

うえのえき 上野駅 うえの￢えき estação 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￣ recepção 14

うた うた￢ música, canção 2

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す cantar 2

うち （家） うち￣ casa, lar 1

うで うで￢ braço 15

う
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す nascer 18

うみ 海 う￢み mar 3

うめぼし うめぼし￣ ameixa azeda em conserva 12

うれしい うれし￢い alegre, contente, feliz 2

うんどう うんどう￣ exercício 2

え ――― Ah! 5

え 絵 え￢ pintura, quadro, desenho 2

エアコン エアコン￣ ar condicionado 13

エアロビクス エアロビ￢クス ginástica aeróbica 16

えいが えいが￣、え￢いが filme 2

えいご 英語 えいご￣ inglês 1

ええ ――― sim 1

ええと／ええっと ――― Hã....deixe eu pensar 16

えき 駅 え￢き estação 5

えはがき えは￢がき cartão postal 4

えび えび￣ camarão 12

エレベーター エレベ￢ーター elevador 15

えん／～えん ～円 ――― ....ienes 11

えんげき えんげき￣ teatro 2

おいしい おいしい￣、おいし￢い gostoso 3

おいわい（いわい） お祝い(祝い) おいわい￣ celebração, comemoração 17

おおい 多い お￢おい muito, bastante 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 4

オーストラリア オーストラ￢リア Austrália 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 1

おかあさん お母さん おか￢あさん mãe (dos outros) 1

おかし（かし） おか￢し doces, salgadinhos 2

おかね（かね） お金(金） おかね￣ dinheiro 11

おがわ／おがわさん (小川／小川さん)
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa/Sr. Ogawa 4

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す acordar 2

おくさん お￢くさん esposa (dos outros) 1

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す acompanhar alguém ao destino 13

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す atrasar-se 7

おこさん お子さん おこさん￣ filho (dos outros) 17

おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ bebida alcoólica, saquê 2

おさら（さら） おさら￣ prato 11

おじ おじ￣ meu tio 1

おじいさん おじ￢いさん avô (dos outros) 1

おじいちゃん おじ￢いちゃん vovô 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す ensinar 1

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す dizer 9

おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと trabalho, profissão 1

おします 【おす1】 おしま￢す empurrar 15

おしゃれ（な） おしゃ￢れ elegante, estiloso 18ス

おすし（すし） おす￢し sushi 8

おすすめ おすすめ￣ recomendado 8

おそい おそい￣、おそ￢い lento 7

おだいば （お台場） おだいば￣ Odaiba 5ス

おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ chá verde 11

おっと おっと￣ meu marido 1

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ passeio, viagem 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 pai (dos outros) 1

おとうと おとうと￢ meu irmão mais novo 1

おとうとさん おとうとさん￣ irmão mais novo (dos outros) 1

おとこ 男 おとこ￢ homem 1

え

お
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ menino 1

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ homem, rapaz 12

おとな （大人） おとな￣ adulto 5

おどります 【おどる1】 おどりま￢す dançar 2

おなか おなか￣ barriga, estômago 11

おなじ おなじ￣ igual 15

おにいさん おに￢いさん irmão mais velho (dos outros) 1

おにぎり おに￢ぎり bolinho de arroz 11

おねえさん おね￢えさん irmã mais velha (dos outros) 1

おねがい（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ pedido 9

おねがいします お願いします おねがいしま￢す por favor 8

おば おば￣ minha tia 1

おばあさん おば￢あさん avó (dos outros) 1

おばあちゃん おば￢あちゃん vovó 1

おばけやしき おばけや￢しき casa assombrada 10

おはし（はし） おは￢し pauzinhos para comer 11

オフィス オ￢フィス escritório 13

おふろ（ふろ） おふ￢ろ ofuro, banheira 15

オペラ オ￢ペラ ópera 2

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ marmita 11

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す lembrar 9

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ souvenir, lembrança 8

おめでとう おめでとう￣ Parabéns! 18

おもいで （思い出） おもいで￣ lembranças 17

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す achar, pensar 18

おもしろい おもしろ￢い interessante, engraçado 4

おもちゃ おも￢ちゃ brinquedo 17

おゆ（ゆ） おゆ￣ água quente 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 desembarcar 6

オレンジ オレ￢ンジ laranja 12

おんがく 音楽 お￢んがく música 2

おんな 女 おんな￢ mulher 1

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ mulher, moça 1

カード カ￢ード cartão 18

かい／～かい ～回 ―――  ....vezes (frequência) 10

かい／～かい ～かい￣ ...andar 15

かいぎ 会議 か￢いぎ reunião 13

かいご か￢いご cuidar de um doente/idoso 1

がいこく 外国 がいこく￣ país estrangeiro 2

がいこくご 外国語 がいこくご￣ língua estrangeira 2

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん estrangeiro 13ス

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ firma, empresa 1

かいしゃいん かいしゃ￢いん funcionário da empresa 1

かいだん かいだん￣ escada 15

ガイド ガ￢イド guia (pessoa) 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￣ compras 2

かえります 【かえる2】 かえりま￢す voltar 2

かお かお￣ rosto, cara 15

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す escrever 2

かきます 【かく1】 かきま￢す desenhar 2

がくせい 学生 がくせい￣ estudante 2

かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ ....meses (duração) 10

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

かします 【かす1】 かしま￢す emprestar 9

かぜ 風 かぜ￣ vento 4

かぞく か￢ぞく família 1

か
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

かた か￢た ombro 15

カタカナ カタカ￢ナ katakana  (escrita japonesa) 9

がつ／～がつ ～月 ――― mês... 3

かっこいい かっこい￢い bacana, chique 18ス

がっこう 学校 がっこう￣ escola 1

かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた Katsushika-Shibamata 5ス

かつどう かつどう￣ atividade 10

カップ カ￢ップ xícara, caneca 17

かど か￢ど esquina 6

かなざわ 金沢 か￢なざわ Kanazawa 4

カナダ カ￢ナダ Canadá 13ス

かばん かばん￣ bolsa, mala 17

カメラ カ￢メラ câmera 5

かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび terça-feira 1

からい から￢い apimentado 12

カラオケ カラオケ￣ caraoquê 8

からだ 体 からだ￣ corpo 15

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す pedir emprestado 14

かるい かるい￣、かる￢い leve 17

かれ か￢れ namorado, ele 18

カレー カレー￣ curry 2

かわ 川 かわ￢ rio 3

かわい／かわいさん かわい￣／かわいさん￣ Kawai/Sra. Kawai 8

かわいい かわい￢い bonitinho, fofo 5

かわりに かわりに￣ ao invés de 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 ônibus turístico 8

かんこく （韓国） か￢んこく Coreia do Sul 10

かんじ 漢字 かんじ￣ kanji 9

かんたん（な） かんたん￣ fácil 9

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す dar o meu melhor, esforçar-se 10

き （気） き￣ sentimento 7

きに いります （気に　いります） きに いりま￢す gostar 18

きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す cuidar, ter cuidado 7

きおん きおん￣ temperatura (ambiente) 4

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ouvir 2

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す perguntar 16

きせつ き￢せつ estação do ano 3

きた 北 きた￣ norte 5

きたぐち 北口 きたぐち￣ saída norte 6

きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ Kichijooji 5

きって きって￣ selo 2

きっと きっと￣ com certeza 18

きてん 起点 きてん￣ ponto de partida, origem 13

きのう きの￢う、きのう￣ ontem 4

きます 【くる3】 来ます きま￢す vir 1

きます 【きる2】 着ます きま￢す vestir (algo da cintura para cima) 17

キムチ キ￢ムチ kimchi  (conserva coreana) 12

きもち （気持ち） きもち￣ sentimento 5

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い gostoso, agradável 5

きもの （着物） きもの￣ quimono 17

キャッチボール（します） キャッチボ￢ール apanhar e atirar a bola de beisebol 16

キャビア キャ￢ビア caviar 12

キャビネット キャ￢ビネット armário de escritório 14

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kiyama/Sr. Kiyama 11

キャンプ キャ￢ンプ acampamento 17

き
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

ぎゅうどん ぎゅうどん￣
gyudon    (nome de um prato no qual tem
arroz na tigela com carne bovina cozida)

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￣ leite 15ス

きゅうり きゅ￢うり pepino 12

きょう 今日 きょ￢う hoje 4

きょうし きょ￢うし professor 10

きょうだい きょ￢うだい irmãos 1

きょうと 京都 きょ￢うと Quioto 4

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 ter interesse 10

きょねん 去年 きょ￢ねん ano passado 4

きらい（な） きらい￣ não gostar, odiar 12

きります 【きる1】 きりま￢す cortar 18ス

きれい（な） き￢れい bonito 3

キロ（メートル）／～キロ（メートル） ～￢キロ ....quilometros 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 sexta-feira 4

クイズ ク￢イズ quiz, adivinhação 12

くうこう 空港 くうこう￣ aeroporto 13

くすり くすり￣ remédio 15

ください くださ￢い dê-me 11

くだもの くだ￢もの frutas 3

くち 口 くち￣ boca 15

くつ くつ￢ sapato 6

クッキー ク￢ッキー biscoito 2ス

くに 国 くに￣、～くに￢ país 2

くにたち 国立 くにたち￣ Kunitachi 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno/Sr. Kuno 10

くび くび￣ pescoço 15

くも 雲 く￢も nuvem 4

くもり くもり￢ nublado 4

くもります 【くもる1】 くもりま￢す ficar nublado 4

くらい くらい￣、くら￢い escuro 5

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

música clássica 2

クラス ク￢ラス turma 9

グラフ グラフ￣、グ￢ラフ gráfico 16

クリスマス クリス￢マス Natal 17

くるま 車 くるま￣ carro 1

くろい 黒い くろ￢い preto 6

くん／～くん ――― tratamento informal para chamar homens 1

けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ celular 16

けいゆち 経由地 けいゆ￢ち local de trânsito 13

ケーキ ケ￢ーキ bolo 11

ゲーム ゲ￢ーム jogo 17

けします 【けす1】 けしま￢す desligar, apagar 14

ゲスト ゲ￢スト convidado 14

げつ（げつようび） 月 げ￢つ segunda-feira 13

けっこん（します）(【する3】） 結婚 けっこん￣ casamento (casar) 17

げんき（な） 元気 げ￢んき vigoroso, animado 3

けんこう けんこう￣ saúde 15

けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち saúde em primeiro lugar 15

けんめい 件名 けんめい￣ assunto (de e-mail) 3

こ／～こ ～￢こ sufixo de contagem para objetos 11

ご／～ご ～語 ～ご￣ língua.... 1

コイン コ￢イン moeda 2

こう こ￢う assim 15

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう número.... 13

く

け

こ
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こうえん こうえん￣ parque 2

こうこう 高校 こうこう￣ ensino médio 9

こうさてん こうさてん￣ cruzamento 6

こうじょう 工場 こうじょ￢う fábrica 13

コース コ￢ース curso 14

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ xícara de café 17

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ cafeteria 5

ごけっこん（けっこん） ご結婚(結婚) ごけっこん￣ casamento (expressão polida) 18

ここ ここ￣ aqui 5

ごご 午後 ご￢ご a tarde 4

こし こし￣ quadril 15

ごしゅじん ごしゅ￢じん marido (dos outros) 1

ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ nascimento (expressão polida) 18

コスプレ コスプレ￣ Cosplay 10

ごぜん 午前 ご￢ぜん de manhã 4

ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ durante a manhã 4

こたえ こた￢え resposta 9

こちら こちら￣ aqui, cá, este lado 14

こちらこそ こちらこ￢そ igualmente 14

こっち こっち￢ aqui, cá, deste lado 4

コップ コップ￣ copo 11

ことし 今年 ことし￣ este ano 3

ことば ことば￢ palavra 17

こども 子ども こども￣ criança, filho 1

こどもたち 子どもたち こども￢たち crianças, filhos 4

この この￣ este 1

ごはん ご￢はん arros (cozido), refeição 4

コピー（します）(【する3】） コ￢ピー cópia 14

コピーき コピ￢ーき copiadora 14

これ これ￣ isto 1

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ por volta das.... 3

こわい こわ￢い medonho, terrível, horrível 13

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す quebrar-se 13

こん 今～ ――― este... 18

こんげつ 今月 こんげつ￣ este mês 18

コンサート コ￢ンサート concerto, show 7

コンサルタント コンサ￢ルタント consultor 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￢ boa tarde 4

こんばん こ￢んばん esta noite 8

コンピューター コンピュ￢ーター computador 1

さい／～さい ～￢さい ....anos (idade) 1

さいきん さいきん￣ recentemente, ultimamente 15

サイト サイト￣ web site 10

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo/Sr. Saitoo 11

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

Sakai/Sra. Sakai 4

さかな 魚 さかな￣ peixe 8

さかなつり 魚つり さかな￢つり pescaria 3

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Sakamoto/Sra. Sakamoto 15

さきます 【さく1】 さきま￢す florescer 3

さくら さくら￣ cerejeira 3

さつ／＝さつ ――― (contagem para livros, cadernos) 9

サッカー サ￢ッカー futebol 2

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 Satoo/Sra. Satoo 1

さ
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さま／～さま ～様 ――― senhor, senhora.... 13

さむい さむ￢い frio 3

さら さら￣ prato 11

サラダ サ￢ラダ salada 11

さん／～さん ――― senhor, senhora.... 1

ざんぎょう ざんぎょう￣ hora extra 2

サンドイッチ サンドイ￢ッチ sanduíche 11

ざんねん（な） ざんね￢ん (ser uma) pena, que pena 12

さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ passeio (passear) 2

じ ～時 ～￢じ ....horas (horário) 1

しあい しあい￣ jogo 2

しあわせ（な） しあわせ￣ feliz 18

ジーンズ ジ￢ーンズ jeans 3

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop 2

じかん 時間 じかん￣ tempo 1

じかん ～時間 ～じ￢かん ...horas (duração) 7

じこ じ￢こ acidente 7

しごと 仕事 しごと￣ trabalho, profissão 1

ししゃ 支社 し￢しゃ filial 13

じしょ じ￢しょ dicionário 9

しずか（な） し￢ずか silencioso, tranquilo, calmo 3

した 下 した￣、した￢ abaixo 11

しっかり しっか￢り bem, suficientemente 15ス

しつもん しつもん￣ pergunta 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 Sydney 13

しながわ 品川 しながわ￣ Shinagawa 1

じぶん 自分 じぶん￣ eu mesmo 11

します 【する3】 しま￢す fazer 1

します（～に） 【する3】 しま￢す decidir por 18

じむ じ￢む serviço de escritório 14

ジム ジ￢ム academia 15

しめます 【しめる2】 しめま￢す fechar 14

じゃあ じゃ￢あ então 1

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

jaqueta 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 porta-retrato 17

しゃちょう しゃちょう￣ presidente de uma companhia 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 Japan Expo 10ス

シャワー シャ￢ワー chuveiro 13

しゅう 週 しゅ￢う semana 10

しゅうかん しゅうかん￣ costume 17

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ... Semanas 10

しゅうしょく しゅうしょく￣ emprego 17

ジュース ジュ￢ース suco 11

じゅうたい じゅうたい￣ congestionamento do trânsito 7

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ final de semana 8

じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか dia catorze 4

しゅくだい しゅくだい￣ lição de casa, tarefa 9

しゅっさん しゅっさん￣ nascimento 17

しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ (fazer) viagem de negócios 10

しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ partida 13

しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ vôo de partida 13

しゅふ しゅ￢ふ dona de casa 1

しゅみ しゅ￢み passatempo 2

しょうかい（します）(【する3】） しょうかい￣ apresentar alguém 14

し

8/18 ©2018 The Japan Foundation



 2019/2/13

ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

しょうがつ しょうがつ￢ Ano Novo 3

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう escola de ensino fundamental 1 9

しょうぎ しょうぎ￣ shogi  (xadrez japonês) 2

じょうず（な） （上手） じょうず￢ hábil 14

しょうせつ しょうせつ￣ romance, novela 10

じょうだん じょうだ￢ん brincadeira, piada 13

しょうらい しょ￢うらい futuro 10

ショー ショ￢ー show 8

ジョギング ジョギング￣ corrida em ritmo moderaro 16

しょくじ 食事 しょくじ￣ refeição 5

しょっぱい しょっぱ￢い salgado 12

しります 【しる1】 しりま￢す saber, conhecer 5

しろ 白 し￢ろ branco 11

しろい 白い しろ￢い branco 6

じん／～じん ～人 ～￢じん pessoa de origem.... 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/Sr. Shin'ichi 13

しんかんせん しんか￢んせん shinkansen (trem-bala japonês) 4

しんごう しんごう￣ sinal de trânsito 6

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Shinjuku 5

しんせき しんせき￣ parente(s) 1

しんせん（な） しんせん￣ fresco 12

すいぞくかん すいぞく￢かん aquário (prédio) 8

すいます 【すう1】 すいま￢す inalar, fumar 16

すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび quarta-feira 1

スーツ ス￢ーツ terno 7ス

スープ ス￢ープ sopa 11

スカート スカ￢ート saia 7ス

すき（な） 好き すき￢ gostar 2

スキー スキ￢ー esqui 3

すきます 【すく1】 すきま￢す ficar vazio 11

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す muito, extremamente.. 13

すぐ す￢ぐ logo 6

すくない 少ない すくな￢い pouco 5

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

agenda 13

すごい すご￢い fantástico, extraordinário 4

すこし 少し すこ￢し um pouco 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/Sr. (Sra.) Suzuki 7

すずしい すずし￢い fresco 3

スタッフ スタ￢ッフ equipe 14

ずっと ずっと￣ faz tempo, ininterruptamente 14

すっぱい すっぱ￢い azedo 12

すてき（な） すてき￣ maravilhoso, esplêndido 6

ストレス スト￢レス estresse 15

ストレッチ ストレ￢ッチ alongamento 16

スピーチ スピ￢ーチ discurso 9

スプーン スプ￢ーン colher 11

スペイン スペ￢イン Espanha 2

スペインご スペイン語 スペインご￣ língua espanhola 2

スポーツ スポ￢ーツ esporte 2

スポーツクラブ スポーツク￢ラブ academia 16

すみます 【すむ1】 すみま￢す morar 1

すみません すみませ￢ん desculpe-me, por favor, obrigado 6

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sentar 14

せいかつ せいかつ￣ cotidiano 15

セーター セ￢ーター suéter 3

せかい せ￢かい mundo 12

す

せ
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せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ explicação (explicar) 9

せなか せなか￣ costas 15

ぜひ ぜ￢ひ sem falta, de qualquer maneira 5

せん 先～ ――― ... passado 18

せんげつ 先月 せ￢んげつ mês passado 18

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ semana passada 13

せんせい 先生 せんせ￢い professor 9

ぜんぜん ぜんぜん￣ nunca, sem, completamente 4

センター セ￢ンター centro 10

せんだい 仙台 せ￢んだい Sendai 4

そう そ￢う é, isso 1

そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ o discutir, (pedir) conselho 11

そして そして￣ e, depois 3

そっち そっち￢ aí, desse lado 4

そと 外 そ￢と fora 2

その その￣ esse 2

そふ そ￢ふ meu avô 1

そぼ そ￢ぼ minha avó 1

そら 空 そ￢ら céu 4

それ それ￣ isso 12

それから それから￣ depois disso 2

そんな そんな￣ tal, assim 14

だいがく 大学 だいがく￣ universidade 9

だいがくいん だいがく￢いん pós-graduação 9

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ tudo bem, não haver problema 3

だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき adorar, amar 17

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 cuidar bem, aproveitar bem 18

たいそう（します）(【する3】） たいそう￣ (fazer) exercício, ginástica 15

だいたい だいたい￣ aproximadamente, em geral 1ス

たいふう たいふ￢う tufão 4

たいへん（な） たいへん￣ trabalhoso 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￣ muito (quantidade) 1

タクシー タ￢クシー táxi 6

たちます 【たつ1】 たちま￢す ficar em pé 15

たてもの たて￢もの prédio, construções 6

たとえば たと￢えば por exemplo 17

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

Tanaka/Sr. Tanaka 2

たのしい 楽しい たのし￢い divertido 1

たのしみ 楽しみ たのし￢み estar aguardando ansiosamente 3

たばこ たばこ￣ cigarro 16

たぶん た￢ぶん talvez 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 comida 5

たまご 卵 たま￢ご ovo 12

だめ（な） だめ￢ não, ruim, não poder 15ス

だれ だ￢れ quem 1

タワー タ￢ワー torre 6

たんご たんご￣ vocabulário, palavra 9

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび aniversário 17

ダンス ダ￢ンス dança 10

だんだん だんだん￣ gradualmente 3

たんとう（します）(【する3】） たんとう￣ (ser) responsável 13

ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeno 5

チーズ チ￢ーズ queijo 12

そ

た

ち
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チェック（します）(【する3】） チェ￢ック checar 9

ちかい ちか￢い perto 1

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す ser diferente, estar errado 9

ちかく ち￢かく、ちか￢く próximo 6

ちこく ちこく￣ atraso 7

ちず ち￢ず mapa 8

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ meu pai 1

ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ tigela 9

ちゅう （～中） ～ちゅう￣ durante..., enquanto... 13ス

ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう ensino fundamental 2 9

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく China 2

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ língua chinesa 2

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん chinês 2

チョコレート チョコレ￢ート chocolate 11

ちょっと ちょ￢っと um pouco 4

チリ チ￢リ pimenta chilli 12

つうやく つ￢うやく intérprete, interpretação 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￢ cansaço 15ス

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す cansar-se 7

つき （月） つき￢ lua 4

つき 月 つき￢ mês 10

つきます 【つく1】 （着きます） つきま￢す chegar 7

つきみ （月見） つきみ￣ admiração da beleza da lua 3

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す fazer, criar, elaborar 2

つけます 【つける2】 つけま￢す ligar, acender 14

つけもの つけもの￣ conserva 12

ツナ ツ￢ナ atum 12

ツボ ツボ￣ ponto de acupuntura 15

つま つ￢ま minha esposa 1

つめたい つめたい￣、つめた￢い gelado 12

つもります 【つもる1】 つもりま￢す acumular-se 4

つよい つよ￢い forte 4

て 手 て￢ mão 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 marcada 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 sair 7

てがみ てがみ￣ carta 4

できます 【できる2】 できま￢す conseguir 2

できるだけ できるだけ￣ na medida do possível 15

テスト テ￢スト prova 9

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ajudar 9

では で￢は Então 18

デパート デパ￢ート loja de departamentos 5

でます 【でる2】 出ます でま￢す sair, aparecer 4

でも で￢も mas 1

テレビ テ￢レビ TV 5

てんき 天気 て￢んき tempo (meteorológico) 3

でんき 電気 で￢んき luz 13

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ trem 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￣ telefone (telefonar) 13

ドア ド￢ア porta 14

ドイツ ド￢イツ Alemanha 9

ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ língua alemã 9

どう ど￢う de que modo 1

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tóquio 1

つ

て

と
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どうして ど￢うして por quê 3

どうぞ ど￢うぞ por favor 11

とうちゃく 到着 とうちゃく￣ chegada 13

とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ vôo de chegada 13

どうぶつ どうぶつ￣ animal 8

どうぶつえん どうぶつ￢えん zoológico 5

どうも ど￢うも muito 6

どうやって ど￢うやって como, de que jeito 1

とおい とおい￣、とお￢い longe 5

とおく とおく￢ longe 16

とおり 通り とおり￢ rua 5

とき （時） とき￢ época, quando… 2

ときどき ときどき￢ às vezes 2

とくい（な） とく￢い especialidade, forte 2

どくしょ 読書 ど￢くしょ leitura 2

とくに と￢くに principalmente 2

とけい 時計 とけい￣ relógio 17

どこ ど￢こ onde 1

どこか ど￢こか algum lugar 8ス

ところ ところ￢ lugar 1

としょかん としょ￢かん biblioteca 6

どちら ど￢ちら qual, de que lado 11

どっち ど￢っち qual, de que lado 11

とても とても￢ muito 3

どの ど￢の qual 3

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

quanto tempo 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 parar 7

ともだち 友だち ともだち￣ amigo 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￣ motorista 13

ドライブ ドラ￢イブ passeio de carro 2

とらさん とら￢さん Tora/Sr. Tora 5

ドラマ ド￢ラマ novela, drama 10

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

どれ ど￢れ qual 10

トレーナー トレーナー￣ treinador 16

トレーニング トレ￢ーニング treino 15

とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す conseguir tirar (o cansaço) 15ス

どんな ど￢んな que...., qual...., que tipo de.... 2

ナイフ ナ￢イフ faca 11

なか 中 な￢か dentro 2

ながい なが￢い longo, comprido 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/Sra. Nakagawa 3

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura/Sra. Nakamura 13

なつ 夏 なつ￢ verão 3

なつやすみ 夏休み なつや￢すみ férias de verão 3

ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ Nanae/Sra. Nanae 6

なに／なん 何 な￢に／な￢ん o que 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￣ nome 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 ficar, tornar, transformar 3

にがて（な） にがて￣ não apreciar 3

な

に
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にぎやか（な） にぎ￢やか movimentado 3

にく 肉 にく￢ carne 15

にし 西 にし￣ oeste 5

にち／～にち ～日 ――― dia.... 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 Japão 1

にほんご 日本語 にほんご￣ língua japonesa 1

にほんしゅ （日本酒） にほんしゅ￣ saquê 11

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん japonês 1

にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ nipônico 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 ser parecido 9

にもつ に￢もつ bagagem 13

にゅうがくしき にゅうがく￢しき Cerimônia de início das aulas 3

にん／～にん ～人 ――― contagem de pessoas. ...pessoas 1

にんき 人気 にんき￣ popularidade 5

にんぎょう にんぎょう￣ boneca 2

ぬ ぬるい ぬる￢い morno 13

ネクタイ ネ￢クタイ gravata 17

ねこ ね￢こ gato 3

ねだん ねだん￣ preço 13

ネックレス ネ￢ックレス colar 17

ねます 【ねる2】 ねま￢す dormir 2

ねむい ねむい￣、ねむ￢い estar com sono 13

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

não conseguir dormir 15

ねん 年 ね￢ん ano 10

ねん／～ねん ～年 ――― ano de...., ....anos 10

ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ....ano (escolar) 3

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Noda/Sr. Noda 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 embarcar, pegar 6

は は￢ dente 15

はあ ――― Ah..., É.... 13ス

パーティー パ￢ーティー festa 3

バーベキュー バーベ￢キュー churrasco 11

はい は￢い sim 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 museu 4

はし は￢し pauzinhos para comer 11

はし／～ばし はし￢ ponte 6

はじめて はじ￢めて primeira vez 16

はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す começar 14

ばしょ 場所 ばしょ￣ lugar, localização 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 ônibus 1

パソコン パソコン￣ computador 14

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す trabalhar 1

はつおん はつおん￣ pronúncia 9

バッグ バ￢ッグ bolsa 17

バッハ バ￢ッハ Bach 2

バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン (jogar) badminton 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 conversar 1

バナナ バ￢ナナ banana 11

ね

の

は
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はなび （花火） は￢なび fogos de artifícios 3

はなみ 花見 はなみ￢ apreciação das cerejeiras 3

はは 母 は￢は minha mãe 1

はやい はや￢い cedo 7

はやく（はやい） は￢やく rápido, cedo 7

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Harajuku 5ス

はる 春 は￢る primavera 3

はれ 晴れ はれ￢ céu limpo, bom tempo 4

はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す aclarar, fazer sol 4

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー dia de São Valentino 17

はん／～はん ～半 ～は￢ん ....meia (horário) 7

パン パ￢ン pão 11

ばんごう 番号 ばんご￢う número 13

ばんごはん ばんご￢はん jantar 8

パンフレット パ￢ンフレット panfleto 14

ひ 日 ひ￢、ひ￣ dia 7

ビール ビ￢ール cerveja 11

ひがし 東 ひがし￣ leste 11

ピクニック ピ￢クニック piquenique 11

ひこうき ひこ￢うき avião 13

ひさしぶり ひさしぶり￣ Há quanto tempo! 13

びじゅつかん びじゅつ￢かん museu de arte 2

ひしょ ひ￢しょ secretário 14

ひだり 左 ひだり￣ esquerda 6

ひづけ ひづけ￣ data 4

ひっこし（します）(【する3】） ひっこし￣ (fazer) mudança 18

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ pessoa 1

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ um (unidade) 6

ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ primeiro 6

ひとり １人／一人 ひと￢り uma pessoa 2

ひま（な） ひま￣ tempo livre, momentos de folga 2

ひまわり ひま￢わり girassol 3

びょういん びょういん￣ hospital 1

ひらがな ひらが￢な hiragana  (escrita japonesa) 9

ひる 昼 ひる￢ tarde 3

ビル ビ￢ル edifício, prédio 5

ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん almoço 8

ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ por volta do meio dia 4

ひろい 広い ひろ￢い amplo, espaçoso 5

ひろしま 広島 ひろしま￣ Hiroshima 1

ヒント ヒ￢ント dica 12

びんめい 便名 びんめい￣ número do vôo 13

ファイル ファ￢イル pasta, arquivo 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 5

フィリピン フィ￢リピン Filipinas 10

プール プ￢ール piscina 16

ふうん ――― Hum... 12

フォーク フォ￢ーク garfo 11

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す soprar, ventar 4

ふく ふく￢ roupa 3

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka 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￢ duas (unidades), dois (objetos) 5

ふたつめ
２つ(目)／二つ
(目)

ふたつめ￢ segundo 6

ふたり ２人／二人 ふたり￢ duas pessoas 1

ぶどう ぶどう￣ uva 3

ひ

ふ
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ふべん（な） ふ￢べん incoveniente 5

ふゆ 冬 ふゆ￢ inverno 3

フライト フライト￣ vôo 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 brasileiro 10

フラメンコ フラメ￢ンコ flamenco 10

フランス フランス￣ França 9

フランスご フランス語 フランスご￣ língua francesa 9

ふります 【ふる1】 ふりま￢す cair, chover 4

ふるい 古い ふる￢い velho 5

ブルーベリー ブルーベ￢リー mirtilo 15

プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント presente 17

ブログ ブログ￣ blog 7

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ....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 par 17

へえ ――― Ah... 8

ベトナム ベトナム￣ Vietnã 10

へや へや￢ quarto, sala 13

ペン ペ￢ン caneta 14

べんきょう（します）(【する3】） 勉強（します） べんきょう￣ estudo (estudar) 1

へんじ へんじ￢ resposta 11

べんり（な） べ￢んり conveniente 1

ホーム ホ￢ーム plataforma 5ス

ホール ホ￢ール salão, sala grande, hall 2

ほか ほか￣ outro, além... 2

ほし ほし￣ estrela 4

ほしい ほし￢い querer 17

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaido 8

ポテトチップス ポテトチ￢ップス batata frita 11

ホテル ホ￢テル hotel 5

ほら ほ￢ら olha (isso) 18ス

ホラー ホ￢ラー horror 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￣ língua portuguesa 10

ほん 本 ほ￢ん livro 2

ほん／～ほん／ぼん／ぽん （～本） ―――
sufixo de contagem de objetos finos e
compridos

16

ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ sede 13

ほんとう ほんとう￣ verdade 18ス

ほんとうに ほんとうに￣ realmente 9ス

ほんや 本や ほ￢んや livraria 7

ほんやく（します）(【する3】） ほんやく￣ (fazer) tradução 10

まあ ま￢あ Oh! (usado principalmente por mulheres) 5ス

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ mais ou menos 14ス

まい 毎～ ――― todo... 16

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ toda manhã 16

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ toda semana 1

まいつき 毎月 まいつき￣ todo mês 18

まいとし／まいねん 毎年
まいとし￣／
まいねん￣

todo ano 10

まいにち 毎日 ま￢いにち todo dia 1

まいばん ま￢いばん toda noite 16

まえ 前 ま￢え frente 6

まがります 【まがる1】 まがりま￢す virar 6

まご まご￢ neto 1

マシン マシ￢ン máquina, equipamento 16

へ

ほ

ま
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まずい まず￢い gosto ruim 12

また また￢ de novo, novamente 7

まだ ま￢だ ainda 8

まだまだ ま￢だまだ ainda falta muito 14

まち 町 まち￢ cidade, bairro 4

まちあるき 町歩き まちあ￢るき passeio pela cidade 5

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ encontro marcado 7

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す enganar-se 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 (fazer) massagem 15

まっすぐ（な） まっす￢ぐ reto 6

まど ま￢ど janela 14

マドリード マドリ￢ード Madri 13

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perder-se 7

まるい まるい￣、まる￢い redondo 6

マレーシア マレ￢ーシア Malásia 10

まわします 【まわす1】 まわしま￢す girar 15

マンガ マンガ￣ manga (quadrinhos japoneses) 10

まんざい まんざ￢い comédia stand-up comedy em estilo japonês 10

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す poder ver, enxergar 6

みかん み￢かん tangerina 3

みぎ 右 みぎ￣ direito 6

みせ 店 みせ￢ loja 5

みち 道 みち￣ rua, caminho 6

みっか ３日／三日 みっか￣ dia três 18

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ três objetos 11

みなさん みな￢さん pessoal 11

みます 【みる2】 見ます みま￢す ver 2

みみ 耳 みみ￢ orelha, ouvido 15

みんな みんな￢ todos 5

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す receber 13

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difícil 9

むすこ むすこ￣ meu filho 1

むすこさん むすこさん￣ filho (dos outros) 1

むすめ むすめ￢ minha filha 1

むすめさん むすめさん￣ filha (dos outros) 1

むね むね￢ peito 15

むり（します）(【する3】） む￢り fazer demais, forçar 15

め 目 め￢ olho 15

めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ porta-cartões 17

メートル／～メートル ～メ￢ートル ....metros 4

メール メール￣ e-mail 1

メキシコ メキシコ￣ México 18

めずらしい めずらし￢い raro, incomum 8

メッセージ メ￢ッセージ mensagem 14

メモ メ￢モ anotação 14

メルボルン メルボ￢ルン Melbourne 3

もう も￢う já 8

もう もう￣ mais 9

モーターズ モ￢ーターズ Motors (empresa fictícia) 13

もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび quinta-feira 1

もじ も￢じ letra 9

もしもし も￢しもし alô 4

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す carregar, ter, segurar 11

もちろん もち￢ろん claro, com certeza 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 levar 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 trazer 11

み

む

め
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モネ モ￢ネ Monet 2

もの 物 もの￢ coisa 8

もみじ も￢みじ ácer, bordo 3

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す receber, ganhar 13

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi/Sr. Yagi 9

やきそば やきそば￣ yakisoba 2

やきとり やきとり￣ espeto de frango 5

やきゅう やきゅう￣ beisebol 2

やけい やけい￣ vista noturna 8

やさい 野菜 やさい￣ verduras e legumes 12

やさん／～やさん ――― loja de... 8

やすい 安い やす￢い barato 5

やすだ／やすださん (安田／安田さん) やすだ￣／やすださん￣ Yasuda/Sra. Yasuda 15

やすみ 休み やすみ￢ folga, férias 3

やたい や￢たい barraca 8

やま 山 やま￢ montanha 3

やまだ／やまださん (山田／山田さん) やまだ￣／やまださん￣ Yamada/Sra. Yamada 3

やみます 【やむ1】 やみま￢す parar (chuva, neve) 4

やります 【やる1】 やりま￢す fazer 15

ゆうえんち ゆうえ￢んち parque de diversões 5

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuuko/Sra. Yuuko 1

ゆうめい（な） ゆうめい￣ famoso 5

ゆかた ゆかた￣
roupão (quimono) que se usa no verão ou ap
ós o banho

3

ゆき 雪 ゆき￢ neve 4

ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま boneco de neve 4

ゆっくり ゆっく￢り devagar 4

ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします relaxar 2

ゆびわ ゆびわ￣ anel 18

ようこそ よ￢うこそ bem-vindo 13

ようび よう日 ようび￣ dia da semana 11

ヨガ ヨ￢ガ ioga 16

よかったら よ￢かったら se quiser 6

よく よ￢く frequentemente 2

よく よ￢く bem 4

よこ よこ￣ o lado 12

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida/Sr. Yoshida 1

よっつ ４つ／四つ よっつ￢ quatro (unidades) 3

よてい よてい￣ previsão 8

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す ler 2

よやく よやく￣ reserva 18

よる 夜 よ￢る noite 3

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す alegrar-se, ficar feliz 18

よろしく よろしく￣ saudações 9

ラーメン ラ￢ーメン lamen 8

らい 来～ ――― próximo... 18

らいげつ 来月 ら￢いげつ mês que vem 3

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ semana que vem 1

ライトアップ ライトア￢ップ iluminações 8

らいねん 来年 らいねん￣ ano que vem 1

ラウンジ ラウンジ￣ salão, lounge 16

りっぱ（な） りっぱ￣ excelente, magnífico 6

りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣ estudo (estudar) no estrangeiro 10

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい estudante estrangeiro 10

りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん Ryoo/Sr. Ryoo 1

りょうしん りょ￢うしん meus pais 1

や
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りょうり 料理 りょ￢うり culinária 2

りょこう（します）(【する3】） 旅行 りょこう￣ viagem (viajar) 2

リラックス（します）(【する3】） リラ￢ックス relaxar 15ス

りんご りんご￣ maçã 11

れい れ￢い exemplo 2

れきし れきし￣ história 8

レストラン レ￢ストラン restaurante 5

レタス レ￢タス alface 12

レモン レ￢モン limão 12

れんしゅう（します）(【する3】） れんしゅう￣ (fazer) exercício 9

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

ロシア ロ￢シア Rússia 10

ロシアご ロシア語 ロシアご￣ língua russa 10

ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん russo 10

ロビー ロ￢ビー sala de espera 7

ロンドン ロ￢ンドン Londres 4

わあ ――― Uau 12

ワイン ワ￢イン vinho 11

わかい わか￢い jovem 2

わかります 【わかる1】 わかりま￢す entender 5

わたし 私 わたし￣ eu 1

わたしたち 私たち わたし￢たち nós 1

わたります 【わたる1】 わたりま￢す atravessar 6

わるい わる￢い mau, ruim 15

わ

れ
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