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『まるごと　日本のことばと文化』初級2（A2）＜かつどう＞

ごいインデックス　Índice de vocabulario （五十音順　Orden alfabético japonés ）

ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ かんじ ：（　　　）＝この 本では かな書き

ことば かんじ アクセント スペインご か

あ ――― ah 4

ああ ――― aa.. 9

あいさつ あ￢いさつ saludo 9

あいます 【あう1】 会います あいま￢す quedar con alguien 9

アイロン アイロン￣ plancha 11

あかい 赤い あかい￣、あか￢い rojo 2

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん bebé 16

あかるい あかるい￣、あかる￢い animado/a 1

あき 秋 あ￢き otoño 13ス

あきこ／あきこさん あ￢きこ／あ￢きこさん Akiko (nombre japonés para chica) 1

あきます 【あく1】 あきま￢す abrirse 15

あきます 【あきる2】 あきま￢す perder interés 16

あきまつり 秋まつり あきま￢つり festival de otoño 10

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

accesorios/complementos 6ス

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す dar 9

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す levantar 15

あさ 朝 あ￢さ mañana, por la mañana 7

あさって あさ￢って pasado mañana 8ス

あさの／あさのさん あさの￣／あさのさん￣ Asano (nombre japonés para chica) 1

あじ 味 あじ￣ sabor 3

あした あした￢ mañana 7

あそこ あそこ￣ allí 2

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す divertirse, jugar 9

あたたかい あたたか￢い cálido 3

あたま 頭 あたま￢ cabeza 2

あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い inteligente, listo 2

あたらしい 新しい あたらし￢い nuevo/a 1

あたり あ￢たり alrededores, vecindad 13

あちら あちら￣ allí, por allí 8ス

あちらこちら あちらこ￢ちら aquí y allí 9ス

あつい あつ￢い caliente 4

あつい あつ￢い caluroso 5

あつまります 【あつまる1】 あつまりま￢す reunir, agrupar 7

あと 後 あ￢と después 3

アドバイス ア￢ドバイス consejo 4

あなた あな￢た usted 2ス

あに あ￢に mi hermano mayor 18ス

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ animación/dibujos animados 1

あね あね￣ mi hermana mayor 2

あの あの￣ eso/e/a 2

あの ころ あの こ￢ろ en ese tiempo, por entonces 18ス

あの／あのう ――― esto… 3

あはは ――― ajaja… (risa ruidosa) 2ス

あびます 【あびる2】 あびま￢す ducharse 15ス

あぶら あぶら￣ aceite, grasa 15

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe (apellido japonés) 16

あまい あまい￣、あま￢い dulce 4

あまえます 【あまえる2】 あまえま￢す portarse como un niño mimado/coquetear 18

あまり あまり￣ no mucho, apenas 6

あめ 雨 あ￢め lluvia 7

あめ あめ￣ dulce, caramelo 10

アメリカ アメリカ￣ Estados Unidos 1

Marugoto: Lengua y cultura japonesa
Básico 2 (A2)  Actividades

あ

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

ありがとう あり￢がとう Gracias. 6

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

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す caminar 13ス

あれ あれ￣ aquello/a 10ス

アレルギー アレ￢ルギー alergia 3

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

encuesta 6

あんない(します) (【する3】) あんな￢い información/guia(guiar) 7

いい い￢い bien 1

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ no 2

いいます 【いう1】 言います いいま￢す decir 18

いえ 家 いえ￢ casa 9

いえじゅう (家中) いえじゅう￣ toda la casa 9ス

いかが いか￢が ¿Qué tal ～? ¿le apetece～? 6

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ir 1

いきもの (生き物) いき￢もの ser vivo/animal 6ス

いし いし￢ piedra 13

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (apellido japonés) 1

いじょう い￢じょう más de ... 13

いす いす￣ silla 7

いそがしい いそがし￢い ocupado/a 8

いただきます いただきま￢す ¡que aproveche! 4

イタリア イタリア￣ Italia 17

いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ (durante) todo el día 6

いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ (durante) todo el año 5ス

いちばん いちばん￣ el más, el mejor 3

いちばん いち￢ばん primero/a, número uno 18

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichirō (nombre japonés para chico) 1

いつ い￢つ cuándo 10

いつか い￢つか algún día 1

いつか ５日／五日 いつか￣ día cinco 10

いつごろ いつごろ￣ ¿desde cuando/cuando más o menos? 14

いっしょに いっしょに￣ juntos 2

いっぽん　＜じゅうどう＞ い￢っぽん contador de objetos alargados 18ス

いつも い￢つも siempre 3

いぬ いぬ￢ perro 18

いのります 【いのる1】 いのりま￢す rezar 10

イベント イベント￣ evento 7

いま 今 い￢ま ahora 7

いまから 今から い￢まから desde ahora/a partir de ahora 17ス

います 【いる2】 いま￢す ser/estar 9

いままで 今まで いまま￢で hasta ahora/hasta el momento 17

いみ い￢み significado 1

いもうと いもうと￢ (mi) hermana menor 9

いもうとさん いもうとさん￣ hermana menor 9ス

いやあ ――― no (informal) 6ス

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ bienvenido 3

いりぐち (入り口) いりぐち￣ entrada, puerta 8ス

いります 【いる1】 いりま￢す necesitar 16

イルカ いるか￣ delfín 6

いれます 【いれる2】 (入れます) いれま￢す meter, introducir 4

いろ 色 いろ￢ color 4

いろいろ(な) いろいろ￣ varios 3

いわいます 【いわう1】 （祝います） いわいま￢す celebrar 10

いんしょく 飲食 いんしょく￣ beber y comer 8

インターネット インターネ￢ット Internet 11ス

インド イ￢ンド India 1

い
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ことば かんじ アクセント スペインご か

ウーロンちゃ ウーロン茶 ウーロ￢ンちゃ té oolong 3

ううん／うーん ――― sí (informal) 12

うえ 上 うえ￣、うえ￢ encima, arriba 1ス

うけつけ 受付 うけつけ￣ recepción 7

うごきます 【うごく1】 うごきま￢す funcionar, moverse 11

うしろ (後ろ) うしろ￣ detrás 8

うた うた￢ canción 14

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す cantar 10

うち (家) うち￣ mi casa 9

うちわ うち￢わ paipai 8

うつくしい うつくし￢い precioso 5

うふふ ――― jujuju (risilla ahogada) 1ス

うまれます 【うまれる2】 (生まれます) うまれま￢す nacer 1

うみ 海 う￢み mar, océano 5

うみべのカフカ 海辺のカフカ うみべのカ￢フカ
"Kafka en la orilla" (libro de Haruki
Murakami)

17ス

うります 【うる1】 うりま￢す vender 16

うれしい うれし￢い contento/a 18

うん ――― sí (informal) 4ス

え 絵 え￢ dibujo/cuadro 13

え／えっ ――― ¿eh? 1ス

エアコン エアコン￣ aire acondicionado 11

えいが えいが￣、え￢いが película 1

えいよう えいよう￣ nutrición 3

ええ ――― sí 6

ええと／えっと／ええっと ――― pues…esto... 1ス

エキスポ／EXPO エキスポ￣ EXPO 17

エキスポ ななじゅう おおさか／
EXPO'70 おおさか

EXPO'70 大阪
エキスポ なな￢じゅう お
おさか￣

Exposición universal de Osaka 1970 17

エコ エ￢コ ecológico 15

エコかつどう エコか￢つどう actividad ecológica 15

エコバッグ エコバ￢ッグ bolso ecológico 15

エネルギー エネ￢ルギ― energía 12

えび えび￣ gambas 3

えん ／～えん ～円 ――― yen, moneda japonesa (contador) 3

えんりょ(します) (【する3】) (遠慮(します)) えんりょ￣ rehusar, reserva, discreción 8

おいしい おいしい￣、おいし￢い rico, delicioso 3

オイルショック オイルショ￢ック crisis del petróleo 18

おお ――― ¡Oh! 14ス

おおい 多い お￢おい mucho/a, numerosos/as 5

おおきい 大きい おおき￢い grande 12

おおきさ 大きさ おおきさ￣ tamaño 12

おおきな 大きな お￢おきな gran 3ス

おおきに おお⌐き￢に gracias (dialecto de Kioto) 13ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka 13

おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ limpieza general 9

おおみそか おおみ￢そか el último día del año 9

おかあさん お母さん おか￢あさん madre 9

おかし(かし) おか￢し dulce 6

おかしやさん おかしやさん￣ tienda de dulces 13ス

おかもとたろう 岡本太郎 おかもとた￢ろう Taro Okamoto 17

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) 13

おきなわ 沖縄 おきなわ￣ Okinawa (islas paradisiacas de Japón) 5

おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス cristal/vidrio de Okinawa 6

おきます 【おく1】 おきます おきま￢す colocar, poner 13

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す levantarse 18

おきゃくさま お客さま
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

cliente (honorifico) 6

う

え

お
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ことば かんじ アクセント スペインご か

おくさん お￢くさん esposa/mujer 2

おくります 【おくる2】 送ります おくりま￢す enviar, mandar 13

おこさん お子さん おこさん￣ hijo/a 2

おさかな(さかな) お魚(魚) おさかな￣ pescado 3

おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ bebida alcohólica/sake 3

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す contar, explicar, enseñar 7

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと trabajo 1ス

おしゃれ(な) おしゃ￢れ a la moda/elegante 12ス

おしゃれします 【おしゃれする3】 おしゃ￢れします ponerse guapo 18

おしょうがつ(しょうがつ) お正月(正月)
おしょうがつ￢、
おしょうがつ￣

Año Nuevo 9

おしろ(しろ) おしろ￣ castillo 13ス

おすすめ おすすめ￣ recomendación, sugerencia, especialidad 3

おせち(りょうり) おせち(料理)
おせ￢ち(おせちりょ￢う
り)

osechi (comida de año nuevo) 9

おせわ(せわ) お世話(世話) おせ￢わ cuidado/ayuda 9

おそい おそい￣、おそ￢い lento/a 18

おちゃ お茶 おちゃ￣ té 13

おっと おっと￣ mi esposo/marido 13ス

おてら(てら) おてら￣ templo budista 13

おと 音 おと￢ sonido 11

おとうさん お父さん おと￢うさん esposo/marido 9

おとうと おとうと￢ (mi) hermano menor 16

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ niño 10

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ varón 2

おとしだま おとしだま￣ aguinaldo de año nuevo 9

おとします 【おとす1】 おとしま￢す hacer caer 11

おとなしい おとなし￢い tranquilo, educado, obediente 18ス

おともだち(ともだち) お友だち(友だち) おともだち￣ amigo/a 2ス

おどり おどり￣ baile, danza 6

おどります 【おどる1】 おどりま￢す bailar 10

おなか おなか￣ vientre, barriga 4

おなじ おなじ￣ igual, mismo 1

おに おに￢ demonio 10

おにわ(にわ) おにわ￣ jardín 13ス

おねえさん おね￢えさん hermana mayor 2

おねがい (お願い) おねがい￣ petición, ruego, favor 8

おねがいします／いたします
お願いします／
いたします

おねがいしま￢す／いた
しま￢す

por favor, le suplico… 1

おのみもの(のみもの)
お飲み物(飲み
物)

おのみ￢もの bebida 3

おはか(はか) おはか￣ tumba 14

おはな お花 おはな￣ flor 13

おはよう おはよう￣ buenos días 13ス

オプショナルプラン オプショナルプ￢ラン plan opcional 6

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

7

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す recordar 17

おみやげ(みやげ) おみやげ￣ recuerdo/souvenir 13ス

おめでたい(めでたい)
おめでたい￣、
おめでた￢い

feliz 13

おめでとう おめでとう￣ felicidades / enhorabuena 9

おもい おもい￣、おも￢い pesado 12

おもいで (思い出) おもいで￣ recuerdo 6

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す pensar 5

おもさ おもさ￣ peso 12

おもしろい おもしろ￢い interesante 2

おもちゃ おも￢ちゃ juguete 16ス

おや おや￢ ¡ay! 9
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ことば かんじ アクセント スペインご か

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す nadar 6

おりもの おりもの￣ tejido, tela 14

おりょうり(りょうり) お料理(料理) おりょ￢うり comida, cocina, gastronomía 3

オリンピック オリンピ￢ック Olimpiada 17

オレンジ オレ￢ンジ naranja 3

オレンジジュース オレンジジュ￢ース zumo de naranja 3

おわり おわり￣ fín 13

おわりごろ おわりご￢ろ a finales de ～ 13

おわります 【おわる1】 おわりま￢す terminar 7

おんがく 音楽 お￢んがく música 6

おんがくか (音楽家) おんがくか￣ músico 17

おんがくプレーヤー 音楽プレーヤー おんがくプレ￢ーヤー reproductor de música 11

おんど お￢んど temperatura (ambiental) 15

おんなのこ 女の子 おんな￢のこ niña 2

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ mujer 2

か／～か (～家) ～か￣ sufico que indica profesión 17

カード カ￢ード tarjeta 7

かい か￢い almeja 3

かい ～回 ――― ～vez (contador) 5ス

かいがい (海外) か￢いがい el extranjero 13

かいぎ か￢いぎ conferencia 15

かいぎしつ かいぎ￢しつ sala de conferencias 15

がいこく 外国 がいこく￣ país extranjero 17

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

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ empresa/compañía 1

かいじょう 会場 かいじょう￣ lugar de reunión o evento 7

ガイド ガ￢イド guía (turística) 6

かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprar 1

かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ la ... vez 13

かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ compras (hacer compras) 2

カウンター カウンター￣ barra, mostrador 3

かえります 【かえる1】 かえりま￢す volver a casa 5

がか がか￣ pintor 17

かがく か￢がく ciencia 17

かがくしゃ かがく￢しゃ científico 17

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す escribir 6

かきます 【かく1】 かきま￢す dibujar 7

がくせい 学生 がくせい￣ estudiante 17

かけはし かけ￢はし puente (intermediario) 17

かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す ponerse (las gafas) 2

かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す poner por encima, echar 4

かさ か￢さ paraguas 16

かざり かざり￣ decoración, adorno 10

かざりつけ かざりつけ￣ adornos 9

かざります 【かざる1】 かざりま￢す decorar, adornar 9

かします 【かす1】 かしま￢す prestar 17ス

かぜ 風 かぜ￣ viento 14

かぞく か￢ぞく familia 1

かた かた￢ persona (forma honorifica de "hito") 2

かた(たべかた)／～かた ――― forma de/manera de 4

カタカナ カタカ￢ナ katakana 18

かたづけ かたづけ￣ ordenar, limpiar 7

かたな かたな￢ katana 14

がつ／～がつ ～月 ――― mes de ～ 1

かっこいい かっこい￢い moderno/a, guay, guapo 2

がっこう 学校 がっこう￣ escuela/colegio 1

かつどう かつどう￣ actividad 15

かつやく(します) (【する3】) かつやく actividad (ser activo) 17

か
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ことば かんじ アクセント スペインご か

かどう 華道 か￢どう arreglo floral japonés 13

かとう／かとうさん か￢とう／か￢とうさん Kato (apellido japonés) 1

かなしい かなしい￣、かなし￢い triste 18

かに かに￣ cangrejo 3

かになべ かになべ￣
cangrejo cocido/guiso ocazuela de cangrejo
(plato)

3

カフェ カ￢フェ cafetería 13ス

かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す ponerse el sombrero 2

がまん が￢まん paciencia, aguante 4

かみ かみ￢ pelo 2

かみ かみ￢ papel 15

かみさま か￢みさま dios 14

かみなり (雷) かみな￢り trueno, relámpago, rayo 14

カメラ カ￢メラ cámara 7

カラー カ￢ラー color 12

からい から￢い picante 4

カラオケ カラオケ￣ karaoke 8

カラオケコンテスト カラオケコ￢ンテスト concurso de karaoke 8

ガラス ガラス￣ cristal, vidrio 6

からだ 体 からだ￣ cuerpo 3

からだに いい 体に いい からだに い￢い ser bueno para el cuerpo 3

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す pedir/tomar prestado, alquilar 5

かるい かるい￣、かる￢い ligero/a 12

かるた か￢るた juego de naipes japoneses 9

かれ か￢れ el, novio 2ス

かわ 川 かわ￢ río 6

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai (apellido japonés) 11

かわいい かわい￢い mono/a 2

かわきます 【かわく1】 かわきま￢す tener sed 4

かわります 【かわる1】 かわりま￢す cambiar 4

カン カ￢ン lata 15

かんがえ かんが￢え opinión, idea, pensamiento 15ス

かんきょう かんきょう￣ medio ambiente 15

かんこう かんこう￣ turismo 5

かんこうシーズン かんこうシ￢ーズン temporada turística 5

かんこく (韓国) か￢んこく Corea 18

かんこくご (韓国語) かんこくご￣ coreano (idioma) 18

がんじつ 元日 がんじつ￣ primer día de año nuevo 9

かんしゃ(します) (【する3】) か￢んしゃ agradecimiento (agradecer) 10

かんたん(な) かんたん￣ básico, fácil, sencillo 12

がんたん 元旦 がんたん￣ mañana del día de año nuevo 9

かんとく かんとく￣ director, supervisor 17

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ ¡Salud! (al brindar) 4

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す esforzarse 17

き 気 き￣ fuerza, espíritu, sentimiento 11

きに いります 気に いります きに いりま￢す gustar, agradar 12

きに します 気に します きに しま￢す preocuparse por algo/alguien 11

きを つけます 気を つけます きを つけま￢す tener cuidado, fijarse 15

き (木) き￢ árbol 13

き(そうじき)／～き ――― máquina 11

きいろい きいろい￣、きいろ￢い amarillo 2ス

ぎおん 祇園 ぎおん￣ Gion (lugar) 13

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す escuchar 6

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す preguntar 7

きこく(します) (【する3】) きこく￣ volver a su país (volver al país de origen) 17

きせつ き￢せつ estación (del año) 3

きぞく き￢ぞく aristócrata 13

きつえん 喫煙 きつえん￣ fumar 3

き
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きつえんせき 喫煙席 きつえ￢んせき asiento para fumadores 3

きっかけ きっかけ￣ motivo, ocasión, oportunidad 17

きのう 機能 き￢のう ayer 12

きびしい きびし￢い estricto 2

きます 【きる2】 着ます きま￢す vestir, poner 2

きます 【くる3】 来ます きま￢す venir 3

きもち (気持ち) きもち￣ sentimiento, sensación 13

きもち(が) いい (気持ち(が) いい) きもち(が) い￢い me siento bien 13

きもの (着物) きもの￣ kimono 10

きゃく (客) きゃく￣ cliente 3ス

キャプテン キャ￢プテン capitán 18

ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ carne de vaca 3

きゅうねんちゅう 旧年中 きゅうねんちゅう￣ durante/en el año pasado 9

きょう 今日 きょ￢う hoy 6

きょういく きょういく￣ educación 17

きょういくしゃ きょういく￢しゃ educador 17

きょうことば 京ことば きょうこ￢とば dialecto de Kioto 13

ぎょうじ (行事) ぎょうじ￢、ぎょ￢うじ evento 10

きょうしつ きょうしつ￣ aula 7

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 13

きょうみ きょ￢うみ interés, interesarse 1ス

きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す tener interés por ～ 1ス

きょうみを もちます(～に)
きょうみを 持ちま
す(～に)

きょ￢うみを もちま￢す tener interés por ～ 18ス

きょうりょく(します) (【する3】) 協力(します) きょうりょく￣ colaborar 6

きょねん 去年 きょ￢ねん año pasado 13

きよみずでら 清水寺 きよみずでら￣ Kiyomizudera (templo budista en Kioto) 13

きよみずの ぶたい 清水の ぶたい きよみずの ぶ￢たい tablas (andamios) de Kiyomizu 13

きれい(な) き￢れい bonito/a, limpio 2

キロ／～きろ ～￢キロ ～kilo, ～kilómetro, ～kilogramo (contador) 13

きん 金 き￢ん oro 13

きん (きんようび) 金 き￢ん viernes 8

きんえん 禁煙 きんえん￣ no fumadores 3

きんえんせき 禁煙席 きんえ￢んせき asiento para no fumadores 3

きんかくじ／きんかく 金閣寺／金閣
き￢んかくじ／
き￢んかく

templo del Pabellón de Oro/Pabellón de Oro 13

きんし 禁止 きんし￣ prohibición 14

きんじょ き￢んじょ vecindad 16

きんメダル 金メダル きんメ￢ダル medalla de oro 17

くうき (空気) く￢うき atmósfera 15

くうこう 空港 くうこう￣ aeropuerto 5

くだもの くだ￢もの fruta 16

くつ くつ￢ zapatos 16

クッション ク￢ッション cojín 16

くに 国 くに￣、～くに￢ país 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno (apellido japonés) 1

クラス ク￢ラス clase 1

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す comparar 11

グリーンカーテン グリーンカ￢ーテン
(lit. "cortina verde"), enredadera, pared de
cultivo

15

くるま 車 くるま￣ coche/automóvil 3

グレー グレ￢ー gris 12

クレジットカード クレジットカ￢ード tarjeta de crédito 11

くろさわあきら 黒澤明 くろさわあ￢きら Akira Kurosawa 17

くろやなぎてつこ 黒柳徹子 くろや￢なぎて￢つこ Tetsuko Kuroyanagi 17

くん／～くん ――― sufijo para chicos 2ス

げいじゅつ げいじゅつ￣ arte 17

げいじゅつか げいじゅつか￣ artista 17

く

け
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けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ teléfono móvil 14

けが けが￢ herida 17ス

けしき け￢しき paisaje 5

けします 【けす1】 けしま￢す apagar, borrar 15

けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ casarse 18

ケルン ケ￢ルン Colonia (lugar) 13

けんか(します) (【する3】) けんか￣ discutir, pelearse 18

げんき(な) 元気(な) げ￢んき animado/a, sano/a, fuerte, alegre 2

けんこう(な) けんこう￣ saludable 1

けんた／けんたさん け￢んた／け￢んたさん Kenta (nombre japonés para chico) 1

こ 子 こ￣ niño 1

こ／～こ ～￢こ contador para objetos pequeños 13

ご／～ご ～語 ～ご￣ cinco 7

こい こ￢い amor, enamoramiento 14

こいのぼり こいの￢ぼり
banderas con forma de carpa para el día de
los niños

10

こいびと こいびと￣ novio, novia 18ス

こうえん こうえん￣ parque 16

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

18

コース コ￢ース curso (clase) 5

コート コ￢ート abrigo 5ス

コーヒー コーヒ￢ー café 3

コーラ コ￢ーラ bebida de cola 3

ごかぞく(かぞく) ごか￢ぞく familia (de otra persona) 1

ごきょうだい(きょうだい) ごきょ￢うだい hermanos (de otra persona) 1

ごきょうりょく ご協力(協力) ごきょうりょく￣ cooperación, colaboración 6

こきんわかしゅう 古今和歌集 こきんわか￢しゅう
Kokinwakashū (es un antiguo libro de poes ía
y canciones)

14ス

こくほう 国宝 こくほう￣ tesoro nacional 14

こくめい 国名 こくめい￣ nombre de país 13

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ス

ここ ここ￣ aquí 13

ごご 午後 ご￢ご P.M., tarde, por la tarde 8

ございます(ざしきが) ございま￢す ser (en forma honorifica o keigo) 3

ごさんか(さんか) ご参加(参加) ごさんか￣ participación 6

ごしゅじん ごしゅ￢じん esposo/marido 2

ごしょ 御所 ご￢しょ palacio imperial 13

ごぜん 午前 ご￢ぜん A.M., mañana 8

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す responder, contestar 7

ごちそう ごちそう￣ buena comida 9

ごちゅうもん(ちゅうもん) ごちゅうもん￣ pedido (honorifico) 3

こちら こちら￣ por aquí/en esta dirección 3

こちらこそ こちらこ￢そ igualmente 7

こっち こっち￢ por aquí (informal) 12

コップ コップ￣ vaso 6

こと (事) こと￢ asunto, cosa, hecho 1

ごとうみどり 五嶋みどり ごとうみ￢どり Midori Gotou 17

ことし 今年 ことし￣ este año 8

ことば ことば￢ palabra 3

こども 子ども こども￣ niño/a 9

こどものひ 子どもの日 こどものひ￢ día del niño 10

この この￣ esto/e/a 2

ごはん ご￢はん arroz 4

コピー コ￢ピー fotocopia 15

こまります 【こまる1】 こまりま￢す
estar en un aputo, tener problemas, ser
problemático

11

ごみ／ゴミ ごみ￢ basura 12

こみます 【こむ1】 こみま￢す agolparse, llenarse 5

こ
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コメント コメント￣ comentario 12

ごめんなさい ごめんなさ￢い lo siento 14

ごよやく(よやく) ごよやく￣ reserva 3

ごりょうしん(りょうしん) ごりょ￢うしん padres (de otra persona) 18ス

これ これ￣ esto 10

これから これから￣ a partir de ahora, de ahora en adelante 13ス

ころ こ￢ろ cuando ～ / en tiempos de ～ 18ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ sobre las ～ 13

ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします
pasar el día sin hacer nada, vaguear,
gandulear

9

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す romperse, destruirse, estropearse 11

コンサート コ￢ンサート concierto 8

コンテスト コ￢ンテスト concurso/competición 7

こんど こ￢んど la próxima vez, esta vez 2ス

こんにちは こんにちは￢ hola 2ス

コンピューター コンピュ￢ーター ordenador 7

さあ ――― ¡venga!, ¡vamos! 3ス

さい ～歳 ～￢さい años (contador) 1

さいきん さいきん￣ últimamente 1

さいご さいご último/a 4ス

サイズ サ￢イズ talla 12

さいたま (埼玉) さ￢いたま Saitama (prefectura) 1

サイト サイト￣ sitio web 11

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitō (apellido japonés) 7

サイン サ￢イン firma 18ス

さかい／さかいさん さ￢かい／さ￢かいさん Sakai (apellido japonés) 18

さがします 【さがす1】 さがしま￢す buscar 7

さかな 魚 さかな￣ pescado, pez 3

さくひん さくひん￣ trabajo, obra 17

さくら さくら￣ cerezo, flor de cerezo 13

さくらし 佐倉市 さくら￢し Sakura (ciudad de Chiba) 10

さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す bajar 15

ざしき ざしき￢ habitación con tatami, sala estilo japonés 3

さしみ さしみ￢ sashimi (pescado crudo a tiras) 3

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す invitar 18

さつえい 撮影 さつえい￣ fotografía/video 7

さっか (作家) さっか￣ escritor 1

さっき さ￢っき hace un rato, antes 13ス

ざっし ざっし￣ revista 13

さどう 茶道 さ￢どう ceremonia del té 13

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satō (apellido japonés) 3

さま／～さま ――― señor/a (keigo) 3

さむい さむ￢い frío 5ス

さむらい (侍) さむらい￣ samurai 13

さら さら￣ plato 4

サリー サ￢リー sari 2

さわります 【さわる1】 さわりま￢す tocar, rozar 14

さん／～さん ――― Sr./sra. (sufijo añadido después del nombre) 1

さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ participación (participar) 6

さんかひ 参加費 さんか￢ひ coste de participación 8

サングラス サング￢ラス gafas de sol 5

ざんねん(な) ざんね￢ん lamentablemente 7

し (～市) ――― ciudad 10

じ じ￢ hora 14ス

じ／～じ ～時 ～￢じ (sufijo de hora) 7

しあい しあい￣ partido/encuentro 17

しあわせ しあわせ￣ felicidad 10

しあわせ(な) しあわせ￣ feliz 10

さ

し
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シーズン シ￢ーズン temporada 5

シーディー／CD シーディ￢ー CD 17

シーディープレーヤー／CDプレー
ヤー

シーディープレ￢ーヤー reproductor de CD 17

ジーンズ ジ￢ーンズ pantalones vaqueros/jeans 2

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop (pop japonés) 8

ジェイポップコンサート／Jポップコ
ンサート

ジェイポップコ￢ンサート concierto de J-Pop 8

しかい しかい￣ moderador 7

しかいしゃ しか￢いしゃ presentador 17

しかります 【しかる1】 しかりま￢す regañar, reñir 18

じかん 時間 じかん￣ hora 6

じこしょうかい じこしょ￢うかい autopresentación (personal) 1

しごと 仕事 しごと￣ trabajo 1

しじょうかわらまち 四条河原町 しじょうかわら￢まち Shijo Kawaramachi (lugar) 13

じしん じしん￣ confianza en sí mismo 7

しずか(な) し￢ずか tranquilo/a, silencioso 13

しぜん しぜん￣ naturaleza 5

した 下 した￣(～のした￢) debajo, de abajo 1ス

じだい じだい￣ época 13

しちごさん 七五三 しちごさん￣ festival de los niños de 3, 5 y 7 años 10

しちにんのさむらい 七人の侍 しち￢にんのさむらい Los siete samurais 17ス

しつもん 質問 しつもん￣ pregunta 6

しつれい(な) しつ￢れい descortés, impertinente 18ス

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

bicicleta 1ス

じぶん 自分 じぶん￣ uno/a mismo/a 4

しま しま￢ isla 5

します 【する3】 しま￢す hacer 1

します(それに) 【する3】 しま￢す elegir algo entre varias opciones 3

します(きれいに) 【する3】 しま￢す limpiar 15

しめます 【しめる2】 しめま￢す cerrar 15ス

しゃ(かがくしゃ)／～しゃ ――― sufijo que indica profesion  (ej.:científico) 17

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ entonces/pues 3

しゃかいじん (社会人) しゃか￢いじん trabajador 18

ジャケット
ジャ￢ケット、
ジャケ￢ット

chaqueta 5ス

しゃしん 写真 しゃしん￣ fotografía 8

シャツ シャ￢ツ camisa 2

ジャム ジャ￢ム mermelada 16ス

シャワー シャ￢ワー ducha 15ス

じゅう ～中 ～じゅう￣ mitad, en medio de 9ス

しゅうかく しゅうかく￣ cosecha 10

しゅうきょう しゅ￢うきょう religión 3

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ dirección 7

しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ obtención de un empleo(obtener un trabajo) 18

ジュース ジュ￢ース zumo 3

じゅうたん じゅ￢うたん alfombra 14

じゅうどう 柔道 じゅ￢うどう yudo 8

じゅうどうか (柔道家) じゅうどうか￣ judoka 17

じゅうどうデモンストレーション
(柔道デモンスト
レーション)

じゅうどうデモンストレ
￢ーション

demostración de judo 8

しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ viaje de trabajo 2ス

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

しゅみ しゅ￢み afición/hobby 1

じゅんび じゅ￢んび preparación 7

しょ 書 しょ￢ escritura 14

しょう しょ￢う premio 17

しよう 使用 しよう￣ uso 14
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じょう／～じょう (～上) ～じょう￣ por motivos de ～ 3

しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ ahorro de energía 12

しょうエネルギー 省エネルギー
しょうエネ￢ルギー、
しょうエネル￢ギー

ahorro de energía 12

しょうかい(します) (【する3】) しょうかい￣ presentar 4

しょうがくせい 小学生 しょうが￢くせい estudiante de primaria 18ス

しょうがつ 正月 しょうがつ￢ Año Nuevo 9

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう escuela primaria 18

しょうぐん しょうぐん￣ shogun 13

じょうず(な) (上手(な)) じょうず￢ hábil, ser bueno/a en algo 10

しょうせつ しょうせつ￣ novela 17

しょうせつか しょうせつか￣ escritor de novelas 17

しょうひん 商品 しょ￢うひん mercancía, producto 11

しょうゆ しょうゆ￣ salsa de soja 4

ショー ショ￢ー show /espectáculo/desfile 6

しょくじ 食事 しょくじ￣ comida (almuerzo, desayuno y cena) 3

しょくぶつ しょく￢ぶつ vegetación, planta 15

じょせい 女性 じょせい￣ mujer 6

しょっぱい しょっぱ￢い salado/a 4

ショッピング ショ￢ッピング compras 11

ショップ ショ￢ップ tienda 16

じょゆう じょゆう￣ actriz 17

しります 【しる1】 しりま￢す saber, conocer 7

しろ しろ￣ blanco 13

しろい 白い しろ￢い blanco 2

じん／～じん ～人 ～￢じん
(sufijo de nacionalidad o contador de
personas)

18ス

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) 9

じんじゃ じ￢んじゃ santuario shintoista 9

じんせい (人生) じ￢んせい vida humana, la vida 17

しんせき しんせき￣ pariente, familiar 9

しんせつ(な) し￢んせつ generoso, amable 5

しんせん(な) しんせん￣ fresco/a (adjetivo) 3

しんぜん しんぜん￣ amistoso/sa 17

しんぜんたいし (しんぜん大使) しんぜんた￢いし "embajador de la buena voluntad" 17

しんぱい(な) しんぱい￣ preocupado 11

しんぶん (新聞) しんぶん￣ periódico 18

しんぶんし しんぶ￢んし papel de periódico 15

すいぞくかん すいぞく￢かん acuarium 6

すいはんき すいは￢んき arrocera 11

スーツケース スーツケ￢ース maleta 16ス

スーパー ス￢ーパー supermercado 15

スープ ス￢ープ sopa 3

スカート スカ￢ート falda 2

すき(な) 好き(な) すき￢ gustar 1

スキー スキ￢ー esquí 1ス

すきます 【すく1】 すきま￢す すいています estar vacio/a 4

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す demasiado/a 4

すきやき すきやき￣ sukiyaki (guiso/caldo japonés) 3

すぐ す￢ぐ enseguida, inmediatamente 15

すくない 少ない すくな￢い poco/a 5

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) tremendo/a, extraordinario 6

すこし 少し すこ￢し un poco 4

すごします 【すごす1】 すごしま￢す pasar 9

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki (apellido japonés) 11

すずしい すずし￢い fresco 15ス

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す recomendar 18

スタッフ スタ￢ッフ personal, plantilla 7

す
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ずっと ずっと￣ todo el tiempo, continuamente 9

すっぱい すっぱ￢い ácido/a 4

ステージ ステ￢ージ escenario, tablado 13ス

すてき(な) すてき￣ bonito, maravilloso 16

すてます 【すてる2】 すてま￢す tirar 12

すばらしい すばらし￢い maravilloso/espléndido, magnifico 5

スピーチ スピ￢ーチ discurso 7

スピーチコンテスト スピーチコ￢ンテスト concurso de oratoria 7

スポーツ スポ￢ーツ deportes 17

すみます 【すむ1】 (住みます) すみま￢す vivir, residir 1

すみません すみませ￢ん disculpe/gracias 1

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sentarse, tomar asiento 2

せ せ￢ estatura 2

せいかつ せいかつ￣ vida cotidiana, el día a día 15

せいき／～せいき ～せ￢いき siglo 13

ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ impuesto incluido 12

せいせき せいせき￣ resultado, nota calificación 18ス

せいちょう(します) (【する3】) せいちょう￣ crecimiento(crecer), madurar 10

せいべつ 性別 せいべつ￣ distinción por género 6

せかい せ￢かい mundo 17

せかいじゅう せかいじゅう￣ todo el mundo 17ス

せき せ￢き sitio, asiento 3

せきてい 石庭 せきてい￣ jardín de piedras 13

せつぶん せつぶん￣
último día de invierno según en calendario
japonés (3, 4 de febrero)

10

せつめい(します) (【する3】) せつめい￣ explicar 13ス

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

1ス

せんしゅ せ￢んしゅ jugador 17

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ la semana pasada 11ス

せんせい 先生 せんせ￢い profesor/a 17

ぜんぜん ぜんぜん￣ en absoluto/completamente, definitivamente 2ス

せんそう せんそう￣ batalla 14

せんだいし 仙台市 せんだ￢いし la ciudad de Sendai 18

せんたくき／せんたっき
せんた￢くき／
せんた￢っき

lavadora 11

ぜんぶ ぜ￢んぶ todo 4

せんぷうき せんぷ￢うき ventilador 11

そう そ￢う／そう￣ así, de esa manera 2

そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ limpieza(hacer limpieza) 9

そうじき そうじ￢き aspiradora 11

そうめん そ￢うめん fideos japoneses soumen 4

そうりょう 送料 そ￢うりょう gastos de envío 12

そして そして￣ y/y entonces 10

そつぎょう(します) (【する3】) そつぎょう￣ graduación(graduarse) 18ス

そと 外 そ￢と fuera, exterior 18

その その￣ eso 7

そのまま そのまま￣ de esa forma, tal cual 4

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク refresco 3

それ それ￣ eso 3

それから それから￣ después de eso, y luego 5ス

それで それで￣ por ello 4ス

それなら それな￢ら en ese caso 6

タイ タ￢イ Tailandia 18

だいがく 大学 だいがく￣ universidad 17

たいこ たいこ￣ taiko  (tambores japoneses) 8

タイご タイ語 タイご￣ tailandés 18

たいこきょうしつ たいこきょ￢うしつ clase de taiko 8

たいし (大使) た￢いし embajador 17

せ

そ

た
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だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ estar bien / seguro 8

たいしょく(します) (【する3】) たいしょく￣ retiro, jubilación (jubilarse) 18

タイじん タイ人 タイ￢じん tailandés/a (nacionalidad) 18ス

だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき gustar mucho/encantar 2ス

たいせつ(な) たいせつ￣ importante, querido, con cuidado 15ス

だいたい だいたい￣ más o menos 15ス

だいどころ だいどころ￣ cocina 15

ダイビング ダ￢イビング submarinismo 5

だいファン 大ファン だいファ￢ン gran fan 17ス

たいふう たいふ￢う tifón 5ス

たいへん たいへん￣ muy, mucho 9

たいへん(な) たいへん￣ terrible, duro, atroz 11

たいようのとう 太陽の塔 た￢いようのと￢う torre del sol 17

たかい 高い たか￢い alto 2

たかい 高い たか￢い caro 5

だから だ￢から por eso 1ス

たくさん たくさん￣ muchos 7

タクシー タ￢クシー taxi 5ス

たしか た￢しか como esperaba, seguro, ciertamente 17

たち／～たち ――― (sufijo que indica plural) 17

たちます 【たつ1】 たちま￢す levantarse 2

だって だ￢って es que, por eso 9ス

たてます 【たてる2】 たてま￢す construir 13

たてもの たて￢もの edificio 13ス

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) 7

たなばた たなばた￣ tanabata  (festival de verano japonés) 10

たなばたかざり たなばたか￢ざり decoración de tanabata 10

たのしい 楽しい たのし￢い divertido/a 6

たのしみ 楽しみ たのし￢み placer, たのしみです Me hace ilusión. 13

たのしみに します 楽しみに します たのし￢みに しま￢す tener ganas, estar deseando 13ス

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す divertirse, disfrutar de 3

たぶん た￢ぶん quizá/tal vez 12

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す comer 3

たべもの 食べ物 たべ￢もの comida 5

たまご 卵 たま￢ご huevo 4

ため ため￢ para, con el fin de 10

だめ(な) だめ￢ no bueno, inútil, inservible 4

たれ たれ￢
tare (salsa para mojar asados como yakitori
o yakiniku)

4

だれ だ￢れ quién 2

たんじょうび (誕生日) たんじょ￢うび cumpleaños 1

ダンス ダ￢ンス danza/baile 1ス

だんせい 男性 だんせい￣ hombre 6

たんとう たんとう￣ encargado/a 7

ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeño/a 12

ちかい ちか￢い cerca 3ス

ちがいます 【ちかう1】 ちがいま￢す equivocarse, diferenciarse 3ス

ちかく ち￢かく、ちか￢く cercano/a 16

チキン チ￢キン pollo 7

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (mi) padre 18

ちとせあめ ちとせ￢あめ
caramelo que se vende en el festival de
Shichi-go-san

10

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ durante, mientras 9

ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう escuela secundaria 18

ちゅうもん(します) (【する3】) ちゅうもん￣ pedido(hacer un pedido) 3

ちょうし ちょうし￣ condición, estado 11

ちょうど ちょうど￣ exacto, justo 6

ちょうど いい ちょうど い￢い perfecto, justo bien 6

ちょっと ちょ￢っと un poco 3

ち
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ツアー ツ￢アー tour 6

ツアーめい ツアー名 ツア￢ーめい nombre del tour 6

ついたち １日／一日 ついたち￢ el primer día del mes 7

つうやく つ￢うやく intérprete 7

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す usar, utilizar 7

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す cansarse 5

つぎ つぎ￢ siguiente 13

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す llegar 5

つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す encenderse 15

つくえ つくえ￣ escritorio 7ス

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す hacer, producir, fabricar, manufacturar 6

つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す mojar 4

つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す encender 15

つごう つごう￣ circunstancias 7

つだうめこ 津田梅子 つだう￢めこ Umeko Tsuda 17

つち (土) つち￢ tierra 14ス

つま つ￢ま mi esposa/mujer 9

つまらない つまら￢ない aburrido/a 9

つめたい つめたい￣、つめた￢い frío/a 3ス

つゆ つゆ￣ estación de lluvias en el Este de Asia 5

つよい つよ￢い fuerte, poderoso/a 13ス

で(それで) ――― por ello 5ス

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー dvd 9

デート(します) (【する3】) デ￢ート cita (tener una cita) 18

テーブル テーブル￣ mesa 3

てがみ てがみ￣ carta 14ス

てき／～てき ～てき￣ sufijo de adjetivación 13

できます（りょうりのじゅんびが）
【できる2】

できま￢す realizar/hacer (estar ya hecho) 4

できます 【できる2】 できま￢す poder/saber/ser capaz de hacer, 7

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

できれば でき￢れば si es posible,  si puedes... 5

デザイン デザ￢イン diseño 12

テスト テ￢スト examen 18

では で￢は entonces, pues, bien 4ス

でます 【でる2】 出ます でま￢す salir 11

でも で￢も pero 5

デモンストレーション デモンストレ￢ーション demostración 8

てら てら￢ templo budista 9

テレビ テ￢レビ televisión 1

てん／～てん～（3.5） ～て￢ん ～coma 12ス

てんいん てんいん￣ dependiente de tienda 11

でんき 電気 で￢んき electricidad, luz eléctrica 15

でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん aparatos electrónicos 11

でんきてん (電気店) でんき￢てん tienda de electrodomésticos 1ス

てんきん(します) (【する3】) てんきん￣
ser trasladado, rotar (en el puesto de
trabajo)

18

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ tren 1ス

でんしレンジ (電子レンジ) でんしレ￢ンジ microondas 11

でんとう でんとう￣ tradición 13ス

でんとうてき(な) でんとうてき￣ tradicional 13ス

てんのう てんの￢う emperador 13

てんぷら てんぷら￣ tempura 3

でんわ(します) (【する3】) 電話(します) でんわ￣ llamar por teléfono 14ス

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう número de teléfono 7

ど (どようび) 土 ど￢ sábado 8

ドア ド￢ア puerta 15

ドイツ ド￢イツ Alemania 13

つ

て

と
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どう ど￢う cómo, qué tal 5

どういう ど￢ういう qué quiere decir 1

とうがらし とうが￢らし pimiento picante, guindillas 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokio 1

とうきょうオリンピック 東京オリンピック とうきょうオリンピ￢ック Olimpiadas de Tokio 18

どうぐ どうぐ￢ herramienta, utensilio 5

どうして ど￢うして ¿por qué? 14

どうぞ ど￢うぞ adelante 1

とうふ とうふ￢、とうふ￣ tofu 3ス

どうぶつ どうぶつ￣ animal 6

どうも ど￢うも gracias 8ス

どうやって ど￢うやって de qué forma (transporte) 4

とおい とおい￣、とお￢い lejano/distante 1ス

とおく とおく￢ lejos, lejano/a 18ス

とき (時) とき￢ cuando 5

ときどき ときどき￢ a veces 11

とくがわしょうぐん 徳川しょうぐん
とくがわしょ￢うぐん、
とく￢がわしょうぐん

shogun  Tokugawa 13ス

どくしょ 読書 ど￢くしょ lectura 1ス

どくしん どくしん￣ soltero/a 1

とくに と￢くに especialmente, particularmente, sobre todo 1ス

とくべつ(な) とくべつ￣ especial 9

どこ ど￢こ dónde 8

ところ (所) ところ￢ lugar 1

とし (年) とし￢ año 1

どちら ど￢ちら dónde (formal), cuál 12

どっち ど￢っち cuál (coloquial) 12ス

とても とても￢ mucho 6

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す alcanzar 12

どなた ど￢なた quién (formal) 2

どの ど￢の cúal 2

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

cuánto más o menos 9

ともだち 友だち ともだち￣ amigo/a 1

とよとみひでよし 豊臣秀吉 とよとみひで￢よし Toyotomi Hideyoshi 14

ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ paseo en coche (pasear en coche) 5

とり とり￣ pollo 3

とりにく とり肉 とりにく￣ carne de pollo 3

とります 【とる1】 とりま￢す coger 4

とります(しゃしんを) 【とる1】 とりま￢す sacar (una foto) 10

ドリンク ドリ￢ンク bebida 3

ドレス ド￢レス
vestido (normalmente de gala, no un vestido
cualquiera de verano)

2ス

どんな ど￢んな qué tipo 1

ないよう 内容 ないよう￣ contenido 6

なか 中 な￢か dentro 8

ながい 長い なが￢い largo/a 2

ながいき (長生き) なが￢いき、ながい￢き larga vida 10

なかが いい な￢かが い￢い llevarse bien, tener una buena relación 18ス

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ a medidado de ～ 13

ながします 【ながす1】 ながしま￢す verter 15

なきます 【なく1】 なきま￢す llorar 2

なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す morir, fallecer 17

なげます 【なげる2】 なげま￢す lanzar 10

なに／なん 何 な￢に／な￢ん qué 3

なにか 何か な￢にか algo 11

なにも 何も なにも￣ nada 4

なのか ７日／七日 なのか￣ día siete 10

なべ な￢べ olla/cazuela 3

な
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なま (生) な￢ま crudo 3

なまえ 名前 なまえ￣ nombre 1

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す aprender 18

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す alinear, poner en hilera 7

なります 【なる1】 なりま￢す ｌlegar a ser, hacerse, convertirse 10

なんとか な￢んとか de algun mono/alguna manera 18ス

におい にお￢い olor 4

にがて(な) にがて￣ ser torpe/malo en algo 3

にく 肉 にく￢ carne 3

にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう castillo Nijo 13

にち （にちようび） 日 に￢ち domingo 8

にち (じゅうごにち)／～にち ～日(15日) ――― día～ (sufijo de fecha) 1

にちかん／～にちかん／かかん／
～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

contador de días (indica duranción) 9

にちじ 日時 に￢ちじ fecha y hora 8

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￣ idioma japonés 7

にほんしゅ 日本酒 にほんしゅ￣ sake , vino japonés de arroz 3

にほんてき(な) 日本てき(な) にほんてき￣ típico/tipicamente japonés 13

にほんまつり 日本まつり にほんま￢つり festival japonés 7

にます 【にる2】 にま￢す parecerse 4

にゅうがく (入学) にゅうがく￣ ingreso, admisión en una escuela 18

にゅうじょう 入場 にゅうじょう￣ admisión 8

にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう coste de admisión 8

ニュース ニュ￢ース noticias 18ス

にわ にわ￣ jardín 13

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

1

にんき 人気 にんき￣ popularidad 3

にんぎょう にんぎょう￣ muñeca 10

にんめ／～にんめ ～人目 ～にんめ￢ contador de personas 18

ねがい (願い) ねが￢い petición, ruego 10ス

ねがいごと (願い事) ねがいごと￣ deseo 10

ねがいます 【ねがう1】 (願います) ねがいま￢す pedir 10

ネクタイ ネ￢クタイ corbata 2

ねだん ねだん￣ precio 12

ネックレス ネ￢ックレス collar 6

ネット ネット￣ Internet 11

ネットショッピング ネットショ￢ッピング compra online 11

ねん／～ねん ～年 ――― años 9

ねんがじょう ねんがじょう￣ postal de año nuevo 9

ねんれい 年齢 ねんれい￣ edad 6

ノーベルしょう ノーベル￢しょう Premio Nóbel 17

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda (apellido japonés) 1

のど の￢ど garganta 4

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す beber 3

のみもの 飲み物 のみ￢もの bebida 4

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す subirse (a un medio de transporte) 5

はあ ――― si (asentimiento, afirmación) 3ス

パーティー パ￢ーティー fiesta 18

はい は￢い sí 2

バイオリニスト バイオリニ￢スト violinista 17

バイオリン バイオリン￣ violín 17

はいります（やさいが） 【はいる1】 入ります はいりま￢す entrar 3

はきます 【はく1】 はきま￢す calzar 2

はくぶつかん はくぶつ￢かん museo 14

はこ はこ￣ caja 14ス

はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す transportar 14

はじまります 【はじまる1】 はじまりま￢す comenzar 8

ね

に
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はじめ はじめ￣ comienzo 8

はじめごろ はじめご￢ろ a punto de comenzar 13

はじめて はじ￢めて por primera vez 4

はじめに はじめに￣ para empezar, primeramente 8ス

はじめまして はじめま￢して encantado/a de conocerle 1

はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す empezar 7

ばしょ 場所 ばしょ￣ lugar 7

はしら はしら￢ soporte, pilar 13

バス バ￢ス autobús 5ス

はずかしい はずかし￢い vergüenza 18

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す trabajar 1

バッグ バ￢ッグ bolso 2

はつもうで はつも￢うで
primera visita al tempo sintoísta al principio
del año

9

はな 花 はな￢ flor 13ス

はなし 話 はなし￢ charla/conversación 11

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す hablar 7

はなみ (花見) はなみ￢
fiesta de contemplación de la floración (del
cerezo)

13ス

はは 母 は￢は (mi) madre 18ス

ははは ――― jajaja (risa) 1ス

はやい(はやく) はや￢い(は￢やく) rápido / temprano 5

はる 春 は￢る primavera 1

はるな／はるなさん は￢るな／は￢るなさん Haruna (nombre japonés para chica) 1ス

はん ～半 ～は￢ん media (hora) 8

パンフレット パ￢ンフレット folleto 6

ばんめ／～ばんめ (～ばん目) ～ばんめ￢ (sufijo para numeros ordinales) veces 1

ひ 日 ひ￢、ひ￣ día 7

ピアノ ピアノ￣ piano 10

ビール ビ￢ール cerveza 3

ひがし 東 ひがし￣ este 1

ひきます 【ひく1】 ひきま￢す tocar (instrumento) 17

ひこうき ひこ￢うき avión 5

ひさしぶり ひさしぶり￣ cuánto tiempo 9

ひつよう(な) ひつよう￣ necesario/a, presico/a 16

ビデオ ビ￢デオ vídeo 7

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ cámara de vídeo 7ス

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ persona 1

ひどい(ひどく) ひど￢い(ひど￢く) horrible, espantoso, cruel 18ス

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uno (cantidad) 3

ひとり １人／一人 ひと￢り una persona/sólo 18

ひとりっこ (一人っ子) ひとり￢っこ hijo único 1

ひなにんぎょう ひなに￢んぎょう muñeco del hinamatsuri 10

ひなまつり ひなま￢つり festival hinamatsuri 10

ひみつ ひみつ￣ secreto 1

びょうき びょうき￣ enfermedad 10

ひろい 広い ひろ￢い ancho/a 5ス

ひろし／ひろしさん ひ￢ろし、ひ￢ろしさん Hiroshi (nombre japonés para chico) 2ス

ひろば (広場) ひ￢ろば plaza 7

ビン ビ￢ン botella 15

ファン ファ￢ン fan 17

ふうじんらいじんずびょうぶ 風神雷神図屏風
ふうじんらいじんずびょ
￢うぶ

pintura del dios del viento y del dios de los
truenos

14

ふうん ――― ¡vaya! 6ス

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す aumentar 16

ふく ふく￢ ropa 14

ふくざつ(な) ふくざつ￣ complejo 12

ふくろ ふくろ￢ bolsa 15

ぶし ぶ￢し guerrero 13

ひ

ふ
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ふた ふた￣ tapa 4

ぶたい ぶ￢たい escenario 13

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ dos (cantidad) 3

ふたり ２人／二人 ふたり￢ dos personas 18

ふつう ふつう￣ normal 6

ふつか ２日／二日 ふつか￣ día dos 8

ぶつりがく (物理学) ぶつり￢がく física 17

ふとん ふとん￣ futón 16

ふね ふ￢ね barco 5

ふふふ ――― jujuju (risilla ahogada) 4ス

プラ(プラスチック) プ￢ラ(プラスチ￢ック) plástico 15

ブラジル ブラジル￣ Brasil 18

フラッシュ フラ￢ッシュ flash 14

プラン プ￢ラン plan 6

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) 18

フリーマーケット フリーマ￢ーケット mercadillo 16

ふります 【ふる1】 ふりま￢す caer, llover 7

ふるい 古い ふる￢い antiguo/a 16

プレゼント プレ￢ゼント regalo 16ス

プログラム プログ￢ラム programa 8

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん minuto～ (sufijo) 7

ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura 6

ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい propiedad cultural 14

ブンチャー ブンチャー￣ fideos soumen al estilo vietnamita 4

へいあんじんぐう 平安神宮 へいあんじんぐ￢う Heian Jingu (templo) 13

へいせい 平成 へいせい￣ era Heisei 9

へえ ――― ehh/¿en serio? 6

ベジタリアン ベジタ￢リアン vegetariano 3

ベトナム ベトナム￣ Vietnam 4

ベビーカー ベビ￢ーカー cochecito de bebé 16ス

ベビーベッド ベビーベ￢ッド cuna 16ス

へや へや￢ habitación 13

へらします 【へらす1】 へらしま￢す reducir 15

ペルシャ ペ￢ルシャ Persia 14

べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ estudiar 18

べんり(な) べ￢んり útil 12

ほう ほ￢う
lado (indica el lado dentro de una comparaci
ón que es más que el otro)

12

ほう／ほお ――― ¡Hala! / ¡Oh! / ¡Chévere! 13ス

ほうさく ほうさく￣ buena cosecha 10

ぼうし ぼうし￣ sombrero 2

ホール ホ￢ール hall, auditorio 7

ほか ほか￣ otro/a 17

ほし ほし￣ estrella 10

ほしい ほし￢い querer/desear algo 11ス

ほしまつり ほしま￢つり festival de las estrellas 10ス

ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ convocatoria 7

ほっ ――― interjección de alivio 5

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す suspirar aliviado 5

ホテル ホ￢テル hotel 5

ほめます 【ほめる2】 ほめま￢す elogiar 18

ほら ――― ¿ves? 2ス

ボランティア ボラ￢ンティア voluntario 7

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal 14

ほん 本 ほ￢ん libro 14

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ～本 ――― contador para objetos alargados 13

ホンコン ホ￢ンコン Hong Kong 9

へ

ほ
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ほんじつ (本日) ほ￢んじつ el día de hoy, hoy en día 8

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ verdad 2

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

verdaderamente, de verdad 5ス

ほんもの (本物) ほんもの￣ auténtico 13

ほんやく(します) (【する3】) ほんやく￣ traducción(traducir) 1

まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ más o menosm, regular, así así 6ス

まい ～まい ―――
contador para cosas delgadas y
planas/llanas

13

まいこさん まいこさん￣
aprendiz de geiko  (artista tradicional
japonesa en Kioto)

13

まいとし 毎年 まいとし￣ cada año 9

まえ 前 ま￢え frente, delante 13

まこと／まことさん まこと￣／まことさん￣ Makoto (nombre japonés para chico) 1

まじめ(な) まじめ￣ serio, formal, honesto 1

まだ ま￢だ todavía 4

まち 町 まち￢ ciudad 1

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す esperar 4

まつ ま￢つ pino 13

まつり まつり￣ festival tradicional japonés 10

まど ま￢ど ventana 15

まめ まめ￢ legumbre 10

まめまき まめ￢まき ritual mamemaki 10

マンガ マンガ￣ manga 1

マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ clase de manga 7

まんぞく(します) (【する3】) ま￢んぞく satisfacción, estar satisfecho (satisfacer) 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す verse 13ス

みじかい 短い みじか￢い corto 6

みず 水 みず￣ agua 11

ミステリアス(な) ミステ￢リアス misterioso 13ス

みせ 店 みせ￢ tienda 1

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す mostrar 13

みっか ３日／三日 みっか￣ tercer día del mes 7

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ tres (cantidad) 3

みなさん みな￢さん todos (segunda y tercera persona) 8

みます 【みる2】 見ます みま￢す ver/mirar 1

みやざと(みやさと)／みやざとさん 宮里／宮里さん
みや￢ざと(みや￢さと)
／みや￢ざとさん

Miyazato (apellido japonés) 6

ミュージカル ミュ￢ージカル musical 1

みんな みんな￢ todos 4

むいか ６日／六日 むいか￣ día seis 1ス

むかし むかし￣ hace mucho tiempo 10

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difícil 15ス

むだ(な) むだ￣ vano, inutilidad 15

むだに します むだに しま￢す malgastar 15

むら むら￢ pueblo 1

むらかみはるき 村上春樹 むらかみは￢るき Haruki Murakami 1

むり(な) む￢り imposible 7

むりょう 無料 むりょう￣ gratis 8

めい／～めい (～名) ――― (indica persona) 3

メール メール￣ mail, correo electrónico 13

めがね め￢がね gafas 2

メキシコ メキシコ￣ México 1

めずらしい めずらし￢い poco común, raro/a, extraño 6

メダル メダル￣ medalla 17

めんどう(な) めんど￢う molestia 9

もう も￢う ya 4

もう もう￣ más, otra vez 4

ま
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もうすぐ もうす￢ぐ en breve 8ス

モード モ￢ード modo 12

もじ も￢じ escritura, letra 18

モダン(な) モダン￣ moderno 13ス

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す llevar consigo 2

もちろん もち￢ろん por supuesto 17ス

もったいない もったいな￢い desperdicio 15

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、も￢っ
ていきます

llevar 5

もっと も￢っと más/mucho más 4

モデル モ￢デル、モデル￣ modelo 12

もの (物) もの￢ cosa 1

もみじ も￢みじ arce, hoja roja de arce 13

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す recibir 8

もり もり￣ bosque 6

もんだい もんだい￣ pregunta 7

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (apellido japonés) 15

やきもの やきもの￣ porcelana china 14

やく～ や￢く～ alrededor 13

やくに たちます やく￢に たちま￢す ser de ayuda 15

やさい 野菜 やさい￣ verdura 3

やさしい やさしい￣、やさし￢い amable 1

や(やさん)／～やさん ――― tienda de ～ (tendero de ～ tienda) 13ス

やすい 安い やす￢い barato/a 5

やすみ 休み やすみ￢ descanso/vacaciones 9

やっと やっと￣ por fin 18ス

やっぱり やっぱ￢り como pensaba 14

やましたやすひろ 山下泰裕 やま￢したやす￢ひろ Yasuhiro Yamashita 17

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) 1

やります 【やる1】 やりま￢す llevar, tener 1

やわらかい やわらか￢い tierno 3

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

ユーザーコメント ユーザーコ￢メント comentario de usuario 12

ゆうしょく ゆうしょく￣ cena 18ス

ゆうめい(な) ゆうめい￣ famoso 3

ゆかわひでき 湯川秀樹 ゆ￢かわひ￢でき Hideki Yukawa (físico japonés) 17

ゆしゅつ(します) (【する3】) ゆしゅつ￣ exportación(exportar) 14

ゆたか(な) ゆ￢たか abundante 5

ユニセフ(UNICEF) ユ￢ニセフ UNICEF 17

ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す temblar 5

ようこそ よ￢うこそ bienvenido 13ス

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa 14

よかったら よ￢かったら si le parece bien 13

よく よ￢く con frecuencia, seguido 1

よく よ￢く bien 13

よくじつ 翌日 よくじつ￣ el día siguiente 12

よごします 【よごす1】 よごしま￢す ensuciar 15

ヨサコイ ヨサコイ￣ baile "Yosakoi" 7

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

よせなべ よせなべ￣ cazuela de pollo o pescado con verduras 3

よっか ４日／四日 よっか￣ día cuatro 9

よびます 【よぶ1】 よびま￢す llamar 1

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す leer 1

よやく(します) (【する3】) よやく￣ reserva(hacer una reserva) 3

よる 夜 よ￢る noche 5ス

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す alegrarse 16ス

よろしく よろしく￣ encantado, a su disposición 1

よわい よわ￢い débil 18ス

や
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らいげつ 来月 ら￢いげつ mes que viene 7ス

らく(な) (楽(な)) らく￢ fácil/cómodo 12

ラグビー ラ￢グビー rugby 18ス

ラグビーぶ ラグビ￢ーぶ sección de rugby 18ス

ラジオ ラ￢ジオ radio 11

らしょうもん 羅生門 らしょ￢うもん
Rashōmon (película japonesa de Akira
Kurosawa en 1950)

17ス

リーダー リ￢ーダー lider 13

リサイクル(します) (【する3】) リサ￢イクル reciclaje(reciclar) 15

りっぱ(な) りっぱ￣ magnífico/a, espléndido/a 13ス

りゆう りゆう￣ razón 3

りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ ir a estudiar al extranjero 17

りょうあんじ 龍安寺 りょ￢うあんじ templo Ryoanji 13

りょうきん (料金) りょ￢うきん tarifa 5

りょうしん りょ￢うしん padres (ambos, padre y madre) 18

りょうり 料理 りょ￢うり cocina, plato, gastronomía 3

りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ viajar 5

りんご りんご￣ manzana 16ス

れいぞうこ れいぞ￢うこ nevera 11

れきし れきし￣ historia 13

れきしてき(な) れきしてき￣ histórico 14ス

レストラン レ￢ストラン restaurante 1

レッド レ￢ッド rojo 12

レビュー レ￢ビュー reseña 12

レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル alquiler(alquilar) 5

レンタルショップ レンタルショ￢ップ tienda de alquiler 16

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

れんらくさき 連絡先 れんらくさき￣ dirección de contacto 7

ろくおんじ 鹿苑寺 ろ￢くおんじ templo Rokuonji 13

ロシア ロ￢シア Rusia 1ス

わあ ――― ¡ala! 9ス

ワイン ワ￢イン vino 14

わかります 【わかる1】 わかりま￢す comprender, entender 7

わけます 【わける2】 わけま￢す separar 15

わざあり　＜じゅうどう＞ わざ￢あり

Waza-ari (medio punto), es el segundo tipo
de puntuación más alto en los combates de
judo, larate o jujutsu.

18ス

わしょく わしょく￣ comida japonesa 3

わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す olvidar 15

わたし 私 わたし￣ yo 1

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す reir 2

わるい わる￢い malo/a 7
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