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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　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! 4

ああ ――― Ah 9

あいさつ あ￢いさつ cumprimentos 9

あいます 【あう1】 会います あいま￢す encontrar 9

アイロン アイロン￣ ferro de passar 11

あかい 赤い あかい￣、あか￢い vermelho 2

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん bebê 16

あかるい あかるい￣、あかる￢い alegre, claro 1

あき 秋 あ￢き outono 13ス

あきこ／あきこさん あ￢きこ／あ￢きこさん Akiko/Sra. Akiko 1

あきます 【あく1】 あきま￢す abrir-se 15

あきます 【あきる2】 あきま￢す enjoar/ perder interesse 16

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

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

bijuteria 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 elevar 15

あさ 朝 あ￢さ manhã 7

あさって あさ￢って depois de amanhã 8ス

あさの／あさのさん あさの￣／あさのさん￣ Asano/Sr. Asano 1

あじ 味 あじ￣ sabor 3

あした あした￢ amanhã 7

あそこ あそこ￣ lá 2

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す brincar 9

あたたかい あたたか￢い quente, ameno 3

あたま 頭 あたま￢ cabeça 2

あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い inteligente 2

あたらしい 新しい あたらし￢い novo 1

あたり あ￢たり próximo, ao redor 13

あちら あちら￣ para lá 8ス

あちらこちら あちらこ￢ちら para lá e para cá 9ス

あつい あつ￢い quente 4

あつい あつ￢い quente, calor (tempo) 5

あつまります 【あつまる1】 あつまりま￢す reunir 7

あと 後 あ￢と atrás, depois 3

アドバイス ア￢ドバイス conselho 4

あなた あな￢た você 2ス

あに あ￢に meu irmão mais velho 18ス

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ anime (filme de animação japonês) 1

あね あね￣ minha irmã mais velha 2

あの あの￣ aquele 2

あの ころ あの こ￢ろ Aqueles tempos 18ス

あの／あのう ――― por favor, ó, hum, hã 3

あはは ――― Ahaha (rindo alto) 2ス

あびます 【あびる2】 あびま￢す tomar (banho, banho de água na cabeça) 15ス

あぶら あぶら￣ óleo 15

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe/Srta. Abe 16

あまい あまい￣、あま￢い doce 4

あまえます 【あまえる2】 あまえま￢す querer mimo, fazer-se de mimado 18

あまり あまり￣ não muito 6

あめ 雨 あ￢め chuva 7

あめ あめ￣ bala 10

アメリカ アメリカ￣ EUA 1
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

ありがとう あり￢がとう obrigado 6

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 13ス

あれ あれ￣ aquele 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

questionário 6

あんない(します) (【する3】) あんな￢い guiar 7

いい い￢い bom 1

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ não 2

いいます 【いう1】 言います いいま￢す dizer 18

いえ 家 いえ￢ casa 9

いえじゅう (家中) いえじゅう￣ em toda casa 9ス

いかが いか￢が que tal, como está 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 6ス

いし いし￢ pedra 13

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa/Sr. Ishikawa 1

いじょう い￢じょう mais de... 13

いす いす￣ cadeira 7

いそがしい いそがし￢い ocupado, atarefado 8

いただきます いただきま￢す expressão utilizada antes de comer 4

イタリア イタリア￣ Itália 17

いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ o dia todo 6

いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ o ano todo 5ス

いちばん いちばん￣ o melhor 3

いちばん いち￢ばん primeiro lugar 18

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichiroo/Sr.Ichiroo 1

いつ い￢つ quando 10

いつか い￢つか um dia, algum dia 1

いつか ５日／五日 いつか￣ dia cinco 10

いつごろ いつごろ￣ aproximadamente quando? 14

いっしょに いっしょに￣ junto 2

いっぽん　＜じゅうどう＞ い￢っぽん Ippon  (golpe de judô) 18ス

いつも い￢つも sempre 3

いぬ いぬ￢ cachorro 18

いのります 【いのる1】 いのりま￢す rezar, orar 10

イベント イベント￣ evento 7

いま 今 い￢ま agora 7

いまから 今から い￢まから  a partir de agora 17ス

います 【いる2】 いま￢す haver, ter (seres animados) 9

いままで 今まで いまま￢で ate agora 17

いみ い￢み significado 1

いもうと いもうと￢ minha irmã mais nova 9

いもうとさん いもうとさん￣ irmã mais nova (dos outros) 9ス

いやあ ――― Bem... 6ス

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ bem vindo 3

いりぐち (入り口) いりぐち￣ entrada 8ス

いります 【いる1】 いりま￢す precisar 16

イルカ いるか￣ golfinho 6

いれます 【いれる2】 (入れます) いれま￢す inserir, colocar 4

いろ 色 いろ￢ cor 4

いろいろ(な) いろいろ￣ vários 3

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

いんしょく 飲食 いんしょく￣ comer e beber 8

インターネット インターネ￢ット internet 11ス

インド イ￢ンド Índia 1

い
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

ウーロンちゃ ウーロン茶 ウーロ￢ンちゃ chá de oolong 3

ううん／うーん ――― Mas... 12

うえ 上 うえ￣、うえ￢ em cima, alto 1ス

うけつけ 受付 うけつけ￣ recepção 7

うごきます 【うごく1】 うごきま￢す funcionar 11

うしろ (後ろ) うしろ￣ atrás 8

うた うた￢ música, canção 14

うたいます 【うたう1】 うたいま￢す cantar 10

うち (家) うち￣ casa, lar 9

うちわ うち￢わ abano, ventarola 8

うつくしい うつくし￢い lindo 5

うふふ ―――
Ufufu
(risada usada principalmente por mulheres)

1ス

うまれます 【うまれる2】 (生まれます) うまれま￢す nascer 1

うみ 海 う￢み mar 5

うみべのカフカ 海辺のカフカ うみべのカ￢フカ
Kafka à Beira-Mar
(título de um livro 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 alegre, contente, feliz 18

うん ――― sim 4ス

え 絵 え￢ pintura, quadro, desenho 13

え／えっ ――― O que? 1ス

エアコン エアコン￣ ar condicionado 11

えいが えいが￣、え￢いが filme 1

えいよう えいよう￣ nutrição 3

ええ ――― sim 6

ええと／えっと／ええっと ――― Hã..., deixe eu pensar.... 1ス

エキスポ／EXPO エキスポ￣ Exposição Universal 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￣

Exposição Universal de Osaka, 1970 17

エコ エ￢コ ecológico 15

エコかつどう エコか￢つどう atividades ecológicas 15

エコバッグ エコバ￢ッグ sacola ecológica 15

エネルギー エネ￢ルギ― energia 12

えび えび￣ camarão 3

えん ／～えん ～円 ――― ....ienes 3

えんりょ(します) (【する3】) (遠慮(します)) えんりょ￣ abster-se, fazer cerimônia 8

おいしい おいしい￣、おいし￢い gostoso 3

オイルショック オイルショ￢ック crise do petróleo 18

おお ――― Oh! 14ス

おおい 多い お￢おい muito, bastante 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￣ tamanho 12

おおきな 大きな お￢おきな grande 3ス

おおきに おお⌐き￢に obrigado (dialeto de Quioto) 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 limpeza geral 9

おおみそか おおみ￢そか último dia do ano 9

おかあさん お母さん おか￢あさん mãe (dos outros) 9

おかし(かし) おか￢し doces, salgadinhos 6

おかしやさん おかしやさん￣ doceria 13ス

おかもとたろう 岡本太郎 おかもとた￢ろう Taroo Okamoto (pintor japonês) 17

おがわ／おがわさん 小川／小川さん
おがわ￣／
おがわさん￣

Ogawa/ Sr. (Sra.) Ogawa 13

おきなわ 沖縄 おきなわ￣ Okinawa 5

おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス vidros de Okinawa 6

おきます 【おく1】 おきます おきま￢す colocar 13

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す acordar 18

う

え

お
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

おきゃくさま お客さま
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

cliente, freguês, visita 6

おくさん お￢くさん esposa (dos outros) 2

おくります 【おくる2】 送ります おくりま￢す enviar 13

おこさん お子さん おこさん￣ filho (dos outros) 2

おさかな(さかな) お魚(魚) おさかな￣ peixe 3

おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ bebida alcoólica, saquê 3

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す ensinar 7

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

おしゃれ(な) おしゃ￢れ elegante, charmoso 12ス

おしゃれします 【おしゃれする3】 おしゃ￢れします enfeitar-se, ficar elegante 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￣

Ano Novo 9

おしろ(しろ) おしろ￣ castelo 13ス

おすすめ おすすめ￣ recomendado 3

おせち(りょうり) おせち(料理)
おせ￢ち
(おせちりょ￢うり)

pratos do Ano Novo 9

おせわ(せわ) お世話(世話) おせ￢わ cuidado, ajuda 9

おそい おそい￣、おそ￢い tarde, lento 18

おちゃ お茶 おちゃ￣ chá verde 13

おっと おっと￣ meu marido 13ス

おてら(てら) おてら￣ templo budista 13

おと 音 おと￢ som 11

おとうさん お父さん おと￢うさん pai (dos outros) 9

おとうと おとうと￢ meu irmão mais novo 16

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ menino 10

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ homem, rapaz 2

おとしだま おとしだま￣
presente de Ano Novo (em dinheiro) para
crianças

9

おとします 【おとす1】 おとしま￢す deixar cair 11

おとなしい おとなし￢い quieto, bem comportado 18ス

おともだち(ともだち) お友だち(友だち) おともだち￣ amigo 2ス

おどり おどり￣ dança 6

おどります 【おどる1】 おどりま￢す dançar 10

おなか おなか￣ barriga, estômago 4

おなじ おなじ￣ igual 1

おに おに￢ demônio, ogro 10

おにわ(にわ) おにわ￣ jardim 13ス

おねえさん おね￢えさん irmã mais velha (dos outros) 2

おねがい (お願い) おねがい￣ pedido 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 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￣ cemitério, túmulo 14

おはな お花 おはな￣ flor 13

おはよう おはよう￣ Bom dia 13ス

オプショナルプラン オプショナルプ￢ラン plano opcional 6

おべんとう(べんとう) おべんとう￣ marmita 7

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す decorar, aprender 17

おみやげ(みやげ) おみやげ￣ souvenir, lembrança 13ス

おめでたい(めでたい)
おめでたい￣、
おめでた￢い

feliz, abençoado 13

おめでとう おめでとう￣ Parabéns! 9

おもい おもい￣、おも￢い pesado 12

おもいで (思い出) おもいで￣ lembrança 6

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す achar, pensar 5

おもさ おもさ￣ peso 12

おもしろい おもしろ￢い interessante, engraçado 2
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

おもちゃ おも￢ちゃ brinquedo 16ス

おや おや￢ pais 9

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￣ tecido 14

おりょうり(りょうり) お料理(料理) おりょ￢うり culinária 3

オリンピック オリンピ￢ック Olimpíadas 17

オレンジ オレ￢ンジ laranja 3

オレンジジュース オレンジジュ￢ース suco de laranja 3

おわり おわり￣ final, fim 13

おわりごろ おわりご￢ろ próximo ao fim (do século) 13

おわります 【おわる1】 おわりま￢す acabar 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￣ musicista 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 tocador de música 11

おんど お￢んど temperatura 15

おんなのこ 女の子 おんな￢のこ menina 2

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ mulher, moça 2

か／～か (～家) ～か￣ ～ista (romancista), ～tor(escritor) 17

カード カ￢ード cartão 7

かい か￢い molusco, mexilhão 3

かい ～回 ――― ....vezes 5ス

かいがい (海外) か￢いがい além mar, país estrangeiro 13

かいぎ か￢いぎ reunião 15

かいぎしつ かいぎ￢しつ sala de reunião 15

がいこく 外国 がいこく￣ país estrangeiro 17

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん estrangeiro 13

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ firma, empresa 1

かいじょう 会場 かいじょう￣ local de realização 7

ガイド ガ￢イド guia 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￢ (número ordinal) vez 13

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

カウンター カウンター￣ balcão 3

かえります 【かえる1】 かえりま￢す voltar 5

がか がか￣ pintor 17

かがく か￢がく ciência 17

かがくしゃ かがく￢しゃ cientista 17

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す escrever 6

かきます 【かく1】 かきま￢す desenhar 7

がくせい 学生 がくせい￣ estudante 17

かけはし かけ￢はし ponte 17

かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す colocar (os óculos) 2

かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す colocar (shoyu) 4

かさ か￢さ guarda-chuva 16

かざり かざり￣ decoração, enfeite 10

かざりつけ かざりつけ￣ decorações 9

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

かします 【かす1】 かしま￢す emprestar 17ス

かぜ 風 かぜ￣ vento 14

かぞく か￢ぞく família 1

かた かた￢ ombro 2

かた(たべかた)／～かた ――― modo de ... 4

カタカナ カタカ￢ナ katakana (escrita japonesa) 18

かたづけ かたづけ￣ arrumação 7

かたな かたな￢ espada 14

がつ／～がつ ～月 ――― mês... 1

かっこいい かっこい￢い bacana, chique 2

がっこう 学校 がっこう￣ escola 1

か
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ことば かんじ アクセント ポルトガルご か

かつどう かつどう￣ atividade 15

かつやく(します) (【する3】) かつやく ser ativo em 17

かどう 華道 か￢どう ikebana ( arranjo floral) 13

かとう／かとうさん か￢とう／か￢とうさん Katoo/Sra. Katoo 1

かなしい かなしい￣、かなし￢い triste 18

かに かに￣ caranguejo 3

かになべ かになべ￣ cozido de caranguejo 3

カフェ カ￢フェ café 13ス

かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す por na cabeça 2

がまん が￢まん paciência 4

かみ かみ￢ cabelo 2

かみ かみ￢ papel 15

かみさま か￢みさま Deus 14

かみなり (雷) かみな￢り trovão 14

カメラ カ￢メラ câmera 7

カラー カ￢ラー cor 12

からい から￢い apimentado 4

カラオケ カラオケ￣ caraoquê 8

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

ガラス ガラス￣ vidro 6

からだ 体 からだ￣ corpo 3

からだに いい 体に いい からだに い￢い bom para a saúde 3

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す pedir emprestado 5

かるい かるい￣、かる￢い leve 12

かるた か￢るた jogo de karuta 9

かれ か￢れ ele 2ス

かわ 川 かわ￢ rio 6

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai/Sra. Kawai 11

かわいい かわい￢い bonitinho, formoso 2

かわきます 【かわく1】 かわきま￢す secar 4

かわります 【かわる1】 かわりま￢す mudar 4

カン カ￢ン lata 15

かんがえ かんが￢え pensamento 15ス

かんきょう かんきょう￣ 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 de turismo 5

かんこく (韓国) か￢んこく Coreia do Sul 18

かんこくご (韓国語) かんこくご￣ língua coreana 18

がんじつ 元日 がんじつ￣ dia 1o de janeiro 9

かんしゃ(します) (【する3】) か￢んしゃ agradecer 10

かんたん(な) かんたん￣ fácil 12

がんたん 元旦 がんたん￣ manhã do dia 1 de janeiro 9

かんとく かんとく￣ diretor de cinema 17

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ brindar 4

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す esforçar-se 17

き 気 き￣ sentimento, espírito 11

きに いります 気に いります きに いりま￢す gostar 12

きに します 気に します きに しま￢す preocupar-se 11

きを つけます 気を つけます きを つけま￢す cuidar, ter cuidado 15

き (木) き￢ árvore 13

き(そうじき)／～き ――― sufixo para máquina 11

きいろい きいろい￣、きいろ￢い amarelo 2ス

ぎおん 祇園 ぎおん￣ Gion 13

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ouvir 6

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す perguntar 7

きこく(します) (【する3】) きこく￣ retornar ao seu país 17

きせつ き￢せつ estação do ano 3

き
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きぞく き￢ぞく aristocracia 13

きつえん 喫煙 きつえん￣ o fumar 3

きつえんせき 喫煙席 きつえ￢んせき área de fumantes 3

きっかけ きっかけ￣ oportunidade, a ocasião 17

きのう 機能 き￢のう ontem 12

きびしい きびし￢い rigoroso 2

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

きます 【くる3】 来ます きま￢す vir 3

きもち (気持ち) きもち￣ sentimento 13

きもち(が) いい (気持ち(が) いい) きもち(が) い￢い gostoso, agradável 13

きもの (着物) きもの￣ quimono 10

きゃく (客) きゃく￣ cliente, freguês, visita 3ス

キャプテン キャ￢プテン capitão 18

ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ carne bovina 3

きゅうねんちゅう 旧年中 きゅうねんちゅう￣ durante o ano passado 9

きょう 今日 きょ￢う hoje 6

きょういく きょういく￣ educação 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 dialeto de Quioto 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￣ sala de aula 7

きょうだい きょ￢うだい irmãos 1

きょうと 京都 きょ￢うと Quioto 13

きょうみ きょ￢うみ interesse 1ス

きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す ter interesse em... 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 interessar-se 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￣ cooperar 6

きょねん 去年 きょ￢ねん ano passado 13

きよみずでら 清水寺 きよみずでら￣ Templo Kiyomizu-dera 13

きよみずの ぶたい 清水の ぶたい きよみずの ぶ￢たい palco de Kiyomizu 13

きれい(な) き￢れい bonito 2

キロ／～きろ ～￢キロ ....quilômetros 13

きん 金 き￢ん ouro 13

きん (きんようび) 金 き￢ん sexta-feira 8

きんえん 禁煙 きんえん￣ proibido fumar 3

きんえんせき 禁煙席 きんえ￢んせき área de não fumantes 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 Kinkaku-ji 13

きんし 禁止 きんし￣ proibido 14

きんじょ き￢んじょ vizinho 16

きんメダル 金メダル きんメ￢ダル medalha de ouro 17

くうき (空気) く￢うき ar 15

くうこう 空港 くうこう￣ aeroporto 5

くだもの くだ￢もの frutas 16

くつ くつ￢ sapato 16

クッション ク￢ッション almofada 16

くに 国 くに￣、～くに￢ país 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno/Sr. Kuno 1

クラス ク￢ラス turma, classe 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 cortina verde 15

くるま 車 くるま￣ carro 3

グレー グレ￢ー cinza 12

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

くろさわあきら 黒澤明 くろさわあ￢きら Akira Kurosawa (diretor de cinema) 17

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

くん／～くん ――― tratamento informal para chamar homens 2ス

げいじゅつ げいじゅつ￣ arte 17

く

け
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げいじゅつか げいじゅつか￣ artista 17

けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ telefone celular 14

けが けが￢ ferida, lesão 17ス

けしき け￢しき paisagem 5

けします 【けす1】 けしま￢す apagar, desligar 15

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

ケルン ケ￢ルン Colônia 13

けんか(します) (【する3】) けんか￣ briga (brigar) 18

げんき(な) 元気(な) げ￢んき vigoroso, animado 2

けんこう(な) けんこう￣ saudável 1

けんた／けんたさん け￢んた／け￢んたさん Kenta/Sr. Kenta 1

こ 子 こ￣ criança 1

こ／～こ ～￢こ sufixo de contagem para objetos pequenos 13

ご／～ご ～語 ～ご￣ língua... 7

こい こ￢い amor 14

こいのぼり こいの￢ぼり Enfeite de carpas para o dia dos meninos 10

こいびと こいびと￣ namorado(a) 18ス

こうえん こうえん￣ parque 16

こうこう 高校 こうこう￣ ensino médio 18

コース コ￢ース excursão 5

コート コ￢ート casaco 5ス

コーヒー コーヒ￢ー café 3

コーラ コ￢ーラ Coca-cola 3

ごかぞく(かぞく) ごか￢ぞく família 1

ごきょうだい(きょうだい) ごきょ￢うだい irmãos 1

ごきょうりょく ご協力(協力) ごきょうりょく￣ colaboração (expressão polida) 6

こきんわかしゅう 古今和歌集 こきんわか￢しゅう
Kokinwakashuu
(livro de poemas do século 10)

14ス

こくほう 国宝 こくほう￣ tesouro nacional 14

こくめい 国名 こくめい￣ nome do país 13

ごけっこん(けっこん) ご結婚(結婚) ごけっこん￣ casamento 18ス

ここ ここ￣ aqui 13

ごご 午後 ご￢ご à tarde 8

ございます(ざしきが) ございま￢す haver, ter (seres inamimados) 3

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

ごしゅじん ごしゅ￢じん marido (dos outros) 2

ごしょ 御所 ご￢しょ Palácio Imperial 13

ごぜん 午前 ご￢ぜん de manhã 8

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す responder 7

ごちそう ごちそう￣ banquete 9

ごちゅうもん(ちゅうもん) ごちゅうもん￣ pedido (expressão polida) 3

こちら こちら￣ aqui, cá, este lado 3

こちらこそ こちらこ￢そ igualmente 7

こっち こっち￢ aqui, cá, este lado 12

コップ コップ￣ copo 6

こと (事) こと￢ coisa 1

ごとうみどり 五嶋みどり ごとうみ￢どり Midori Gotoo (musicista) 17

ことし 今年 ことし￣ este ano 8

ことば ことば￢ palavra 3

こども 子ども こども￣ criança, filho 9

こどものひ 子どもの日 こどものひ￢ dia das crianças 10

この この￣ este 2

ごはん ご￢はん arroz (cozido) 4

コピー コ￢ピー cópia 15

こまります 【こまる1】 こまりま￢す estar em apuros 11

ごみ／ゴミ ごみ￢ lixo 12

こみます 【こむ1】 こみま￢す estar cheio 5

コメント コメント￣ comentário 12

ごめんなさい ごめんなさ￢い desculpe-me 14

こ
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ごよやく(よやく) ごよやく￣ reserva (expressão polida) 3

ごりょうしん(りょうしん) ごりょ￢うしん pais (dos outros) 18ス

これ これ￣ isto 10

これから これから￣ daqui em diante 13ス

ころ こ￢ろ época 18ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ por volta das.... 13

ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします não fazer nada 9

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す quebrar-se 11

コンサート コ￢ンサート concerto, show 8

コンテスト コ￢ンテスト concurso 7

こんど こ￢んど próxima vez 2ス

こんにちは こんにちは￢ boa tarde 2ス

コンピューター コンピュ￢ーター computador 7

さあ ――― Vamos! 3ス

さい ～歳 ～￢さい ....anos (idade) 1

さいきん さいきん￣ recentemente, ultimamente 1

さいご さいご último 4ス

サイズ サ￢イズ tamanho 12

さいたま (埼玉) さ￢いたま Saitama 1

サイト サイト￣ website 11

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo/Sra. Saitoo 7

サイン サ￢イン sinal, símbolo 18ス

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

Sakai/ Sr. Sakai 18

さがします 【さがす1】 さがしま￢す procurar 7

さかな 魚 さかな￣ peixe 3

さくひん さくひん￣ obra (de arte) 17

さくら さくら￣ cerejeira 13

さくらし 佐倉市 さくら￢し município de Sakura 10

さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す abaixar 15

ざしき ざしき￢ sala reservada de tatame 3

さしみ さしみ￢ sashimi 3

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す convidar 18

さつえい 撮影 さつえい￣ filmagem 7

さっか (作家) さっか￣ escritor 1

さっき さ￢っき pouco antes, há pouco, ainda agora 13ス

ざっし ざっし￣ revista 13

さどう 茶道 さ￢どう cerimônia do chá 13

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satoo/Sra. Satoo 3

さま／～さま ――― senhor, senhora.... 3

さむい さむ￢い frio 5ス

さむらい (侍) さむらい￣ samurai 13

さら さら￣ prato 4

サリー サ￢リー roupa tradicional da cultura indiana 2

さわります 【さわる1】 さわりま￢す tocar 14

さん／～さん ――― senhor, senhora.... 1

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

さんかひ 参加費 さんか￢ひ taxa de participação 8

サングラス サング￢ラス óculos de sol 5

ざんねん(な) ざんね￢ん (ser uma) pena, que pena 7

し (～市) ――― município de … 10

じ じ￢ letra, caracter 14ス

じ／～じ ～時 ～￢じ ....horas (horário) 7

しあい しあい￣ jogo, partida 17

しあわせ しあわせ￣ felicidade 10

しあわせ(な) しあわせ￣ feliz 10

シーズン シ￢ーズン época 5

さ

し
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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 tocador de CD 17

ジーンズ ジ￢ーンズ jeans 2

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop 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 show  de música j-pop 8

しかい しかい￣ apresentador 7

しかいしゃ しか￢いしゃ apresentador 17

しかります 【しかる1】 しかりま￢す repreender 18

じかん 時間 じかん￣ tempo 6

じこしょうかい じこしょ￢うかい apresentação pessoal 1

しごと 仕事 しごと￣ trabalho, profissão 1

しじょうかわらまち 四条河原町 しじょうかわら￢まち Shijookawaramachi (cidade) 13

じしん じしん￣ confiança 7

しずか(な) し￢ずか silencioso, tranquilo, calmo 13

しぜん しぜん￣ natureza 5

した 下 した￣(～のした￢) abaixo 1ス

じだい じだい￣ era, época 13

しちごさん 七五三 しちごさん￣
celebração das crianças que fazem 3, 5 e 7
anos

10

しちにんのさむらい 七人の侍 しち￢にんのさむらい Os Sete Samurais (o filme) 17ス

しつもん 質問 しつもん￣ pergunta, dúvida 6

しつれい(な) しつ￢れい a falta de educação, a descortesia 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￣ eu mesmo 4

しま しま￢ ilha 5

します 【する3】 しま￢す fazer 1

します(それに) 【する3】 しま￢す escolher, decidir por (isso) 3

します(きれいに) 【する3】 しま￢す fazer (limpo) 15

しめます 【しめる2】 しめま￢す fechar 15ス

しゃ(かがくしゃ)／～しゃ ――― pessoa que trabalha com... 17

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ então 3

しゃかいじん (社会人) しゃか￢いじん membro reponsável da sociedade 18

ジャケット
ジャ￢ケット、
ジャケ￢ット

jaqueta 5ス

しゃしん 写真 しゃしん￣ foto 8

シャツ シャ￢ツ camisa 2

ジャム ジャ￢ム geléia 16ス

シャワー シャ￢ワー chuveiro 15ス

じゅう ～中 ～じゅう￣ (tempo) todo 9ス

しゅうかく しゅうかく￣ colheita 10

しゅうきょう しゅ￢うきょう religião 3

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ endereço 7

しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ (arranjar) emprego 18

ジュース ジュ￢ース suco, refrigerante 3

じゅうたん じゅ￢うたん tapete 14

じゅうどう 柔道 じゅ￢うどう judô 8

じゅうどうか (柔道家) じゅうどうか￣ judoca 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

demonstração de judô 8

しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ viagem de negócios 2ス

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

しゅみ しゅ￢み passatempo, hobby 1

じゅんび じゅ￢んび preparação 7

しょ 書 しょ￢ caligrafia 14

しょう しょ￢う prêmio 17

しよう 使用 しよう￣ uso 14

じょう／～じょう (～上) ～じょう￣ em relação a... 3
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しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ economia de energia 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

economia de energia 12

しょうかい(します) (【する3】) しょうかい￣ apresentar 4

しょうがくせい 小学生 しょうが￢くせい estudante do ensino fundamental 1 18ス

しょうがつ 正月 しょうがつ￢ Ano Novo 9

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう escola de ensino fundamental 1 18

しょうぐん しょうぐん￣ xógum 13

じょうず(な) (上手(な)) じょうず￢ hábil 10

しょうせつ しょうせつ￣ romance 17

しょうせつか しょうせつか￣ romancista 17

しょうひん 商品 しょ￢うひん produto 11

しょうゆ しょうゆ￣ shoyu, molho de soja 4

ショー ショ￢ー show 6

しょくじ 食事 しょくじ￣ refeição 3

しょくぶつ しょく￢ぶつ vegetais 15

じょせい 女性 じょせい￣ mulher 6

しょっぱい しょっぱ￢い salgado 4

ショッピング ショ￢ッピング compras 11

ショップ ショ￢ップ loja 16

じょゆう じょゆう￣ atriz 17

しります 【しる1】 しりま￢す saber, conhecer 7

しろ しろ￣ castelo 13

しろい 白い しろ￢い branco 2

じん／～じん ～人 ～￢じん pessoa de origem.... 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￣

Shin'ichi/Sr. Shin'ichi 9

じんじゃ じ￢んじゃ templo xintoísta 9

じんせい (人生) じ￢んせい vida, destino 17

しんせき しんせき￣ parente(s) 9

しんせつ(な) し￢んせつ gentil 5

しんせん(な) しんせん￣ fresco 3

しんぜん しんぜん￣ boa vontade, relações amigáveis 17

しんぜんたいし (しんぜん大使) しんぜんた￢いし embaixador da boa vontade 17

しんぱい(な) しんぱい￣ preocupar-se 11

しんぶん (新聞) しんぶん￣ jornal 18

しんぶんし しんぶ￢んし papel de jornal 15

すいぞくかん すいぞく￢かん aquário (prédio) 6

すいはんき すいは￢んき panela de arroz elétrica 11

スーツケース スーツケ￢ース mala de viagem 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 saia 2

すき(な) 好き(な) すき￢ gostar 1

スキー スキ￢ー esqui 1ス

すきます 【すく1】 すきま￢す ficar vazio 4

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す muito, extremamente.. 4

すきやき すきやき￣ sukiyaki 3

すぐ す￢ぐ logo 15

すくない 少ない すくな￢い pouco 5

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) fantástico, extraordinário 6

すこし 少し すこ￢し um pouco 4

すごします 【すごす1】 すごしま￢す passar o tempo 9

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Suzuki/Sra. Suzuki 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, sugerir 18

スタッフ スタ￢ッフ equipe 7

ずっと ずっと￣ faz tempo, ininterruptamente 9

すっぱい すっぱ￢い azedo 4

す
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ステージ ステ￢ージ palco 13ス

すてき(な) すてき￣ maravilhoso, esplêndido 16

すてます 【すてる2】 すてま￢す jogar fora 12

すばらしい すばらし￢い maravilhoso 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 oratória 7

スポーツ スポ￢ーツ esportes 17

すみます 【すむ1】 (住みます) すみま￢す morar 1

すみません すみませ￢ん desculpe-me, por favor, obrigado 1

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sentar 2

せ せ￢ altura 2

せいかつ せいかつ￣ vida, convivência 15

せいき／～せいき ～せ￢いき século... 13

ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ com os impostos incluídos 12

せいせき せいせき￣ nota 18ス

せいちょう(します) (【する3】) せいちょう￣ crescer 10

せいべつ 性別 せいべつ￣ sexo (masculino/feminino) 6

せかい せ￢かい mundo 17

せかいじゅう せかいじゅう￣ mundo inteiro 17ス

せき せ￢き assento 3

せきてい 石庭 せきてい￣ jardim de pedras 13

せつぶん せつぶん￣ véspera do início da primavera 10

せつめい(します) (【する3】) せつめい￣ (fazer) explicação 13ス

ぜひ ぜ￢ひ com certeza, sem falta 1ス

せんしゅ せ￢んしゅ atleta 17

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ semana passada 11ス

せんせい 先生 せんせ￢い professor 17

ぜんぜん ぜんぜん￣ nunca, sem, completamente 2ス

せんそう せんそう￣ guerra 14

せんだいし 仙台市 せんだ￢いし Sendai 18

せんたくき／せんたっき
せんた￢くき／
せんた￢っき

máquina de lavar 11

ぜんぶ ぜ￢んぶ tudo 4

せんぷうき せんぷ￢うき ventilador 11

そう そ￢う／そう￣ é, isso 2

そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ limpeza (limpar) 9

そうじき そうじ￢き aspirador de pó 11

そうめん そ￢うめん macarrão fino que se come no verão 4

そうりょう 送料 そ￢うりょう preço de envio 12

そして そして￣ e, depois 10

そつぎょう(します) (【する3】) そつぎょう￣ formatura (formar-se) 18ス

そと 外 そ￢と fora 18

その その￣ esse 7

そのまま そのまま￣ diretamente, assim como está 4

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク refrigerante 3

それ それ￣ isso 3

それから それから￣ depois disso 5ス

それで それで￣ por isso 4ス

それなら それな￢ら se for assim 6

タイ タ￢イ Tailândia 18

だいがく 大学 だいがく￣ universidade 17

たいこ たいこ￣ tambor japonês 8

タイご タイ語 タイご￣ língua tailandesa 18

たいこきょうしつ たいこきょ￢うしつ aula de tambor japonês 8

たいし (大使) た￢いし embaixador 17

だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ tudo bem, não haver problema 8

たいしょく(します) (【する3】) たいしょく￣ aposentadoria (aposentar-se) 18

タイじん タイ人 タイ￢じん tailandês 18ス

せ

そ

た
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だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき adorar, gostar muito 2ス

たいせつ(な) たいせつ￣ importante 15ス

だいたい だいたい￣ aproximadamente 15ス

だいどころ だいどころ￣ cozinha 15

ダイビング ダ￢イビング mergulho 5

だいファン 大ファン だいファ￢ン grande fã 17ス

たいふう たいふ￢う tufão 5ス

たいへん たいへん￣ muito 9

たいへん(な) たいへん￣ trabalhoso 11

たいようのとう 太陽の塔 た￢いようのと￢う Torre do 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 portanto, por causa disso 1ス

たくさん たくさん￣ muito (quantidade) 7

タクシー タ￢クシー táxi 5ス

たしか た￢しか talvez, provavelmente, se me não engano 17

たち／～たち ――― plural de pessoas 17

たちます 【たつ1】 たちま￢す levantar-se 2

だって だ￢って porque 9ス

たてます 【たてる2】 たてま￢す construir 13

たてもの たて￢もの prédio, construções 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/Sr. (Sra.) Tanaka 7

たなばた たなばた￣ Tanabata (Festival das Estrelas) 10

たなばたかざり たなばたか￢ざり decoração de Tanabata 10

たのしい 楽しい たのし￢い divertido 6

たのしみ 楽しみ たのし￢み aguardar ansiosamente 13

たのしみに します 楽しみに します たのし￢みに しま￢す estar ansioso por... 13ス

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す aproveitar, divertir-se 3

たぶん た￢ぶん talvez 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 ovo 4

ため ため￢ para, por causa de 10

だめ(な) だめ￢ não, ruim, não poder 4

たれ たれ￢ molho 4

だれ だ￢れ quem 2

たんじょうび (誕生日) たんじょ￢うび aniversário 1

ダンス ダ￢ンス dança, dance 1ス

だんせい 男性 だんせい￣ homem, rapaz 6

たんとう たんとう￣ responsável 7

ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeno 12

ちかい ちか￢い perto 3ス

ちがいます 【ちかう1】 ちがいま￢す ser diferente, estar errado 3ス

ちかく ち￢かく、ちか￢く perto, próximo 16

チキン チ￢キン frango 7

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ meu pai 18

ちとせあめ ちとせ￢あめ
bala comprida distribuída na cerimônia do
Shichigosan

10

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ durante..., enquanto... 9

ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう ensino fundamental 2 18

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

ちょうし ちょうし￣ andamento, jeito, modo 11

ちょうど ちょうど￣ exatamente, justamente 6

ちょうど いい ちょうど い￢い adequado 6

ちょっと ちょ￢っと um pouco 3

ツアー ツ￢アー excursão, tour 6

ツアーめい ツアー名 ツア￢ーめい nome da excursão 6

ついたち １日／一日 ついたち￢ dia 1º 7

つうやく つ￢うやく intérprete, interpretação 7

ち

つ
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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 cansar-se 5

つぎ つぎ￢ próximo, seguinte 13

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す chegar (o navio) 5

つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す acender-se 15

つくえ つくえ￣ mesa 7ス

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す fazer, criar, elaborar 6

つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す mergulhar, colocar (molho) 4

つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す ligar, acender 15

つごう つごう￣ circunstância 7

つだうめこ 津田梅子 つだう￢めこ Umeko Tsuda (educadora) 17

つち (土) つち￢ terra, solo 14ス

つま つ￢ま minha esposa 9

つまらない つまら￢ない sem graça 9

つめたい つめたい￣、つめた￢い gelado 3ス

つゆ つゆ￣ estação das chuvas no Japão 5

つよい つよ￢い forte 13ス

で(それで) ――― por isso 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 sair com o(a) namorado(a) 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￣ sufixo que muda o sustantivo em adjetivo 13

できます（りょうりのじゅんびが）
【できる2】

できま￢す estar pronto (os preparativos do prato) 4

できます 【できる2】 できま￢す conseguir 7

できるだけ できるだけ￣ na medida do possível 15

できれば でき￢れば se puder 5

デザイン デザ￢イン design 12

テスト テ￢スト prova 18

では で￢は então 4ス

でます 【でる2】 出ます でま￢す sair 11

でも で￢も mas 5

デモンストレーション デモンストレ￢ーション demonstração 8

てら てら￢ templo budista 9

テレビ テ￢レビ TV 1

てん／～てん～（3.5） ～て￢ん ponto (3 ponto 5) 12ス

てんいん てんいん￣ atendente 11

でんき 電気 で￢んき luz 15

でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん produto eletrônico 11

でんきてん (電気店) でんき￢てん loja de eletrônicos 1ス

てんきん(します) (【する3】) てんきん￣ ser transferido no serviço 18

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ trem 1ス

でんしレンジ (電子レンジ) でんしレ￢ンジ micro-ondas 11

でんとう でんとう￣ tradição 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 imperador 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￣ telefone (telefonar) 14ス

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

ど (どようび) 土 ど￢ sábado 8

ドア ド￢ア porta 15

ドイツ ド￢イツ Alemanha 13

どう ど￢う de que modo 5

どういう ど￢ういう que tipo de... 1

とうがらし とうが￢らし pimenta vermelha 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tóquio 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 Olímpiadas de Tóquio 18

て

と
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どうぐ どうぐ￢ ferramenta, utensílio 5

どうして ど￢うして por quê 14

どうぞ ど￢うぞ por favor, sirva-se 1

とうふ とうふ￢、とうふ￣ tofu , queijo de soja 3ス

どうぶつ どうぶつ￣ animal 6

どうも ど￢うも obrigado 8ス

どうやって ど￢うやって como, de que jeito 4

とおい とおい￣、とお￢い longe 1ス

とおく とおく￢ longe 18ス

とき (時) とき￢ época, quando… 5

ときどき ときどき￢ às vezes 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

Xógum Tokugawa (personagem histórico) 13ス

どくしょ 読書 ど￢くしょ leitura 1ス

どくしん どくしん￣ solteiro 1

とくに と￢くに principalmente 1ス

とくべつ(な) とくべつ￣ especial 9

どこ ど￢こ onde 8

ところ (所) ところ￢ lugar 1

とし (年) とし￢ idade 1

どちら ど￢ちら qual, de que lado 12

どっち ど￢っち qual, de que lado 12ス

とても とても￢ muito 6

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す chegar, receber 12

どなた ど￢なた quem (equivalente ao だれ, polido) 2

どの ど￢の qual.... 2

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

quanto tempo 9

ともだち 友だち ともだち￣ amigo 1

とよとみひでよし 豊臣秀吉 とよとみひで￢よし Toyotomi Hideyoshi (xógum do século 16) 14

ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ passear de carro 5

とり とり￣ frango, pássaro 3

とりにく とり肉 とりにく￣ carne de frango 3

とります 【とる1】 とりま￢す tirar, pegar 4

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

ドリンク ドリ￢ンク bebida 3

ドレス ド￢レス vestido 2ス

どんな ど￢んな que...., qual...., que tipo de.... 1

ないよう 内容 ないよう￣ conteúdo 6

なか 中 な￢か dentro 8

ながい 長い なが￢い longo, comprido 2

ながいき (長生き) なが￢いき、ながい￢き vida longa 10

なかが いい な￢かが い￢い
tem boas relações, (duas ou mais pessoas)
se darem bem

18ス

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ meados de... 13

ながします 【ながす1】 ながしま￢す jogar, escorrer 15

なきます 【なく1】 なきま￢す chorar 2

なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す falecer 17

なげます 【なげる2】 なげま￢す jogar 10

なに／なん 何 な￢に／な￢ん o que 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￣ dia sete 10

なべ な￢べ panela, cozido 3

なま (生) な￢ま cru 3

なまえ 名前 なまえ￣ nome 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 enfileirar, arrumar 7

なります 【なる1】 なりま￢す ficar, tornar, transformar 10

な
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なんとか な￢んとか de alguma forma 18ス

におい にお￢い cheiro 4

にがて(な) にがて￣ não apreciar muito 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 castelo Nijo-jo 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) ――― dia (dia15) 1

にちかん／～にちかん／かかん／
～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

....dias (duração) 9

にちじ 日時 に￢ちじ data e horário 8

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 7

にほんしゅ 日本酒 にほんしゅ￣ saquê 3

にほんてき(な) 日本てき(な) にほんてき￣ nipônico 13

にほんまつり 日本まつり にほんま￢つり Festival do Japão 7

にます 【にる2】 にま￢す ser parecido 4

にゅうがく (入学) にゅうがく￣ ingressar na escola 18

にゅうじょう 入場 にゅうじょう￣ a entrada, o ingresso (num recinto) 8

にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう preço da entrada 8

ニュース ニュ￢ース notícia 18ス

にわ にわ￣ jardim 13

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

にんき 人気 にんき￣ popularidade 3

にんぎょう にんぎょう￣ boneca 10

にんめ／～にんめ ～人目 ～にんめ￢ número ordinal de pessoas 18

ねがい (願い) ねが￢い pedido 10ス

ねがいごと (願い事) ねがいごと￣ pedido 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 gravata 2

ねだん ねだん￣ preço 12

ネックレス ネ￢ックレス colar 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 compras online 11

ねん／～ねん ～年 ――― ...anos 9

ねんがじょう ねんがじょう￣ cartão de Ano Novo 9

ねんれい 年齢 ねんれい￣ idade 6

ノーベルしょう ノーベル￢しょう Prêmio Nobel 17

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Noda/Sr. Noda 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 embarcar, pegar 5

はあ ――― Ah.... 3ス

パーティー パ￢ーティー festa 18

はい は￢い sim 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￣ violino 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 calçar, vestir (algo abaixo da cintura) 2

はくぶつかん はくぶつ￢かん museu 14

はこ はこ￣ caixa 14ス

はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す carregar 14

はじまります 【はじまる1】 はじまりま￢す começar 8

はじめ はじめ￣ início 8

はじめごろ はじめご￢ろ início de... 13

はじめて はじ￢めて primeira vez 4

はじめに はじめに￣ primeiramente 8ス

はじめまして はじめま￢して muito prazer 1

ね

に

の

は
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はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す começar 7

ばしょ 場所 ばしょ￣ lugar, localização 7

はしら はしら￢ pilar 13

バス バ￢ス ônibus 5ス

はずかしい はずかし￢い vergonha 18

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す trabalhar 1

バッグ バ￢ッグ bolsa 2

はつもうで はつも￢うで
a visita de Ano novo para um templo xintoí
sta

9

はな 花 はな￢ flor 13ス

はなし 話 はなし￢ conversa 11

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す conversar 7

はなみ (花見) はなみ￢ apreciação das cerejeiras 13ス

はは 母 は￢は minha mãe 18ス

ははは ――― hahaha (risada) 1ス

はやい(はやく) はや￢い(は￢やく) rápido, cedo 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/Sra. Haruna 1ス

はん ～半 ～は￢ん ....meia 8

パンフレット パ￢ンフレット panfleto 6

ばんめ／～ばんめ (～ばん目) ～ばんめ￢ o (número ordinal) 1

ひ 日 ひ￢、ひ￣ dia 7

ピアノ ピアノ￣ piano 10

ビール ビ￢ール cerveja 3

ひがし 東 ひがし￣ leste 1

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

ひこうき ひこ￢うき avião 5

ひさしぶり ひさしぶり￣ depois de muito tempo 9

ひつよう(な) ひつよう￣ necessário 16

ビデオ ビ￢デオ vídeo 7

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ filmadora 7ス

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ pessoa 1

ひどい(ひどく) ひど￢い(ひど￢く) cruel, terrível, péssimo 18ス

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uma (unidade), um (objeto) 3

ひとり １人／一人 ひと￢り uma pessoa 18

ひとりっこ (一人っ子) ひとり￢っこ filho único 1

ひなにんぎょう ひなに￢んぎょう bonecas do dia das meninas 10

ひなまつり ひなま￢つり Dia das meninas 10

ひみつ ひみつ￣ segredo 1

びょうき びょうき￣ doença 10

ひろい 広い ひろ￢い espaçoso 5ス

ひろし／ひろしさん ひ￢ろし、ひ￢ろしさん Hiroshi/Sr. Hiroshi 2ス

ひろば (広場) ひ￢ろば campo 7

ビン ビ￢ン garrafa 15

ファン ファ￢ン fã 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

Fuujin Raijin Zu Byoobu
(biombo do tesouro nacional)

14

ふうん ――― Hum...(está pensando) 6ス

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す aumentar 16

ふく ふく￢ roupa 14

ふくざつ(な) ふくざつ￣ complicado 12

ふくろ ふくろ￢ saco 15

ぶし ぶ￢し samurai 13

ふた ふた￣ tampa 4

ぶたい ぶ￢たい palco 13

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ duas (unidades), dois (objetos) 3

ふたり ２人／二人 ふたり￢ duas pessoas 18

ふつう ふつう￣ normal, comum 6

ふつか ２日／二日 ふつか￣ dia dois, dois dias 8

ぶつりがく (物理学) ぶつり￢がく física 17

ひ

ふ
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ふとん ふとん￣ futon 16

ふね ふ￢ね barco 5

ふふふ ―――
Fufufu (risada usada principalmente por
mulheres)

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 (fotografia) 14

プラン プ￢ラン plano 6

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 18

フリーマーケット フリーマ￢ーケット mercado das pulgas 16

ふります 【ふる1】 ふりま￢す cair, chover 7

ふるい 古い ふる￢い velho 16

プレゼント プレ￢ゼント presente 16ス

プログラム プログ￢ラム programa 8

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ....minutos 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 patrimônio cultural 14

ブンチャー ブンチャー￣ bunchaa (prato típico do Vietnã) 4

へいあんじんぐう 平安神宮 へいあんじんぐ￢う templo xintoísta Heian 13

へいせい 平成 へいせい￣ Era Heisei 9

へえ ――― Ah é.... 6

ベジタリアン ベジタ￢リアン vegetariano 3

ベトナム ベトナム￣ Vietnã 4

ベビーカー ベビ￢ーカー carrinho de bebê 16ス

ベビーベッド ベビーベ￢ッド cama de bebê 16ス

へや へや￢ quarto, sala 13

へらします 【へらす1】 へらしま￢す diminuir, reduzir 15

ペルシャ ペ￢ルシャ Pérsia 14

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

べんり(な) べ￢んり conveniente, útil 12

ほう ほ￢う lado 12

ほう／ほお ――― Uau 13ス

ほうさく ほうさく￣ boa colheita 10

ぼうし ぼうし￣ chapéu 2

ホール ホ￢ール salão, hall 7

ほか ほか￣ outro, além... 17

ほし ほし￣ estrela 10

ほしい ほし￢い querer 11ス

ほしまつり ほしま￢つり festival das estrelas 10ス

ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ recrutamento, procura 7

ほっ ――― (som de um suspiro de alívio) 5

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す sentir se 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 ――― olha (isso) 2ス

ボランティア ボラ￢ンティア voluntário 7

ポルトガル ポルトガル￣ Portugal 14

ほん 本 ほ￢ん livro 14

ほん／～ほん／ぼん／ぽん ～本 ―――
sufixo para contagem de objetos finos e
longos

13

ホンコン ホ￢ンコン Hong Kong 9

ほんじつ (本日) ほ￢んじつ hoje (expressão formal) 8

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ verdade 2

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

realmente 5ス

ほんもの (本物) ほんもの￣ verdadeiro 13

ほんやく(します) (【する3】) ほんやく￣ traduzir 1

まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ mais ou menos 6ス

へ

ほ

ま
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まい ～まい ―――
sufixo para contagem de objetos planos e
finos

13

まいこさん まいこさん￣ aprendiz de gueixa 13

まいとし 毎年 まいとし￣ todo ano 9

まえ 前 ま￢え frente, antes 13

まこと／まことさん まこと￣／まことさん￣ Makoto/  Sr. Makoto 1

まじめ(な) まじめ￣ sério, honesto 1

まだ ま￢だ ainda 4

まち 町 まち￢ cidade, bairro 1

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す esperar 4

まつ ま￢つ pinheiro 13

まつり まつり￣ festival 10

まど ま￢ど janela 15

まめ まめ￢ grãos 10

まめまき まめ￢まき jogar grãos 10

マンガ マンガ￣ manga (quadrinhos japoneses) 1

マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ aula de manga (quadrinhos japoneses) 7

まんぞく(します) (【する3】) ま￢んぞく estar satisfeito 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す poder ver, enxergar 13ス

みじかい 短い みじか￢い curto 6

みず 水 みず￣ água 11

ミステリアス(な) ミステ￢リアス misterioso 13ス

みせ 店 みせ￢ loja 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￣ dia três 7

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ três (unidade) 3

みなさん みな￢さん pessoal 8

みます 【みる2】 見ます みま￢す ver 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/Sr. (Sra.) Miyazato 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￣ dia seis, seis dias 1ス

むかし むかし￣ antigamente 10

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difícil 15ス

むだ(な) むだ￣ desnecessário, desperdicío 15

むだに します むだに しま￢す usar em vão 15

むら むら￢ aldeia 1

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

むり(な) む￢り impossível 7

むりょう 無料 むりょう￣ gratuito 8

めい／～めい (～名) ――― ....pessoas 3

メール メール￣ e-mail 13

めがね め￢がね óculos 2

メキシコ メキシコ￣ México 1

めずらしい めずらし￢い raro, incomum 6

メダル メダル￣ medalha 17

めんどう(な) めんど￢う trabalhoso, complicado 9

もう も￢う já 4

もう もう￣ mais 4

もうすぐ もうす￢ぐ daqui a pouco 8ス

モード モ￢ード modo 12

もじ も￢じ 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 carregar 2

もちろん もち￢ろん claro, com certeza 17ス

もったいない もったいな￢い desperdício 15

み
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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

levar 5

もっと も￢っと mais, muito mais 4

モデル モ￢デル、モデル￣ modelo 12

もの (物) もの￢ coisa 1

もみじ も￢みじ ácer, bordo 13

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す receber 8

もり もり￣ mata, floresta 6

もんだい もんだい￣ problema 7

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi/Sr. Yagi 15

やきもの やきもの￣ porcelana, cerâmica 14

やく～ や￢く～ cerca de.... 13

やくに たちます やく￢に たちま￢す ser útíl 15

やさい 野菜 やさい￣ verduras e legumes 3

やさしい やさしい￣、やさし￢い gentil 1

や(やさん)／～やさん ――― loja de... 13ス

やすい 安い やす￢い barato 5

やすみ 休み やすみ￢ folga, férias 9

やっと やっと￣ até que enfim 18ス

やっぱり やっぱ￢り realmente, do jeito que pensei 14

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

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 1

やります 【やる1】 やりま￢す fazer 1

やわらかい やわらか￢い tenro, mole, macio 3

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

ユーザーコメント ユーザーコ￢メント comentário do usuários 12

ゆうしょく ゆうしょく￣ jantar 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 (cientista) 17

ゆしゅつ(します) (【する3】) ゆしゅつ￣ exportaｒ 14

ゆたか(な) ゆ￢たか rico, ambundante 5

ユニセフ(UNICEF) ユ￢ニセフ UNICEF 17

ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す tremer 5

ようこそ よ￢うこそ Bem vindo 13ス

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa 14

よかったら よ￢かったら se quiser 13

よく よ￢く frequentemente 1

よく よ￢く bem 13

よくじつ 翌日 よくじつ￣ dia seguinte 12

よごします 【よごす1】 よごしま￢す poluir 15

ヨサコイ ヨサコイ￣ dança do Yosakoi 7

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

よせなべ よせなべ￣ cozido com carnes, frutos de mar e vegetais 3

よっか ４日／四日 よっか￣ dia quatro, quatro dias 9

よびます 【よぶ1】 よびま￢す chamar 1

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す ler 1

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

よる 夜 よ￢る noite 5ス

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す alegrar-se, ficar feliz 16ス

よろしく よろしく￣ saudações 1

よわい よわ￢い fraco 18ス

らいげつ 来月 ら￢いげつ mês que vem 7ス

らく(な) (楽(な)) らく￢ fácil, confortável 12

ラグビー ラ￢グビー rugby 18ス

ラグビーぶ ラグビ￢ーぶ clube de rugby 18ス

ラジオ ラ￢ジオ rádio 11

らしょうもん 羅生門 らしょ￢うもん Rashomon (o filme) 17ス

リーダー リ￢ーダー líder 13
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リサイクル(します) (【する3】) リサ￢イクル reciclar 15

りっぱ(な) りっぱ￣ esplêndido, magnífico 13ス

りゆう りゆう￣ motivo, razão 3

りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ ir estudar em um país estrangeiro 17

りょうあんじ 龍安寺 りょ￢うあんじ Templo Ryooan-ji 13

りょうきん (料金) りょ￢うきん valor, preço 5

りょうしん りょ￢うしん pais 18

りょうり 料理 りょ￢うり culinária 3

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

りんご りんご￣ maçã 16ス

れいぞうこ れいぞ￢うこ geladeira 11

れきし れきし￣ história 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 vermelho 12

レビュー レ￢ビュー análise, avaliação 12

レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル alugar 5

レンタルショップ レンタルショ￢ップ loja de locação 16

れんらく(します) (【する3】) 連絡(します) れんらく￣ comunicar 7

れんらくさき 連絡先 れんらくさき￣ endereço para contato 7

ろくおんじ 鹿苑寺 ろ￢くおんじ Templo Rokuon-ji 13

ロシア ロ￢シア Rússia 1ス

わあ ――― Uau 9ス

ワイン ワ￢イン vinho 14

わかります 【わかる1】 わかりま￢す entender 7

わけます 【わける2】 わけま￢す dividir 15

わざあり　＜じゅうどう＞ わざ￢あり waza-ari  (termo de judô) 18ス

わしょく わしょく￣ culinária japonesa 3

わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す esquecer 15

わたし 私 わたし￣ eu 1

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す rir 2

わるい わる￢い mau, ruim 7

れ
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