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『まるごと　日本のことばと文化』初級2（A2）＜りかい＞

ごいインデックス　Índice de vocabulario （掲載順　Orden de aparición）

か ことば かんじ アクセント スペインご スクリプト

あいます 【あう1】 会います あいま￢す ver a alguien, verse, reunirse, quedar
あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん bebé
あき 秋 あ￢き otoño

あきひこ／あきひこさん 秋彦／秋彦さん
あき￢ひこ／
あき￢ひこさん

Akihiko (nombre japonés para chico)

あたらしい(あたらしく) 新しい(新しく) あたらし￢い(あたらし￢く) nuevo/a
あなた あな￢た usted
あに 兄 あ￢に hermano mayor
アパート アパ￢ート apartamento
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe (apellido japonés)
あまり あまり￣ no mucho, apenas
あめ 雨 あ￢め lluvia
あります 【ある1】 ありま￢す haber, existir
いい い￢い bien
いえ 家 いえ￢ casa
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す ir

いしかわ／いしかわさん (石川／石川さん)
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Ishikawa (apellido japonés)

いちばん 一番 いちばん￣ el mejor, el primero, el más
いちばんめ １番目 いちばんめ￢ primero/a, número uno

いちろう／いちろうさん (一郎／一郎さん)
いちろう￣／
いちろうさん￣

Ichirō (nombre japonés para chico)

いつも い￢つも siempre
いま 今 い￢ま ahora
います 【いる2】 いま￢す ser/estar, existir
いままでに 今までに いまま￢でに hasta ahora, hasta el momento
いみ 意味 い￢み significado
いもうと 妹 いもうと￢ (mi) hermana pequeña
インド イ￢ンド India
うえ 上 うえ￣、うえ￢ arriba, encima, superior
うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す nacer
うみ 海 う￢み mar, océano
え 絵 え￢ pintura, dibujo
えいご 英語 えいご￣ inglés (idioma)
ええ ――― sí (informal)
おおきい 大きい おおき￢い grande
おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka (nombre de ciudad en Japón)
おかし(かし) おか￢し dulce
おくに(くに) お国(国) おくに￣ país (de otra persona) ス

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと trabajo ス

おとうと 弟 おとうと￢ (mi) hermano pequeño
おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ niño(s), hijo(s)
おば おば￣ (mi) tía
かいしゃ 会社 かいしゃ￣ compañía, empresa
かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん empleado
かいてき(な) かいてき￣ cómodo/a, agradable
かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprar
かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ compras (hacer compras)
かざります 【かざる1】 かざりま￢す decorar, adornar
かぜ 風 かぜ￣ viento
がつ ～月 ――― ～mes (nombre de cada mes)
がっこう 学校 がっこう￣ escuela, colegio
カナダ カ￢ナダ Canadá
かわ 川 かわ￢ río

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

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

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai (apellido japonés)

かんだ 神田 かんだ￣ Kanda (lugar) ス

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す esforzarse
き 木／樹 き￢ árbol
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す escuchar, oír
きょうだい (兄弟) きょ￢うだい hermano/a(s)
クアラルンプール クアラルンプ￢ール Kuala Lumpur
くに 国 くに￣、～くに￢ país
ケーキ ケ￢ーキ tarta/pastel
げんき(な) 元気(な) げ￢んき animado/a, sano/a, fuerte, alegre
けんこう(な) けんこう￣ saludable

けんた／けんたさん 健太／健太さん
け￢んた／
け￢んたさん

Kenta (nombre japonés para chico)

こ 子 こ￣ niño
こたえ こた￢え respuesta, contestación
こと (事) こと￢ hecho, cosa, asunto
ことし 今年 ことし￣ este año
こども 子ども こども￣ niño/a(s), hijo/a(s)
さい ～￢さい ～ años de edad
さいきん さいきん￣ últimamente
さいたま (埼玉) さ￢いたま Saitama (prefectura)

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitō (apellido japonés)

さっか 作家 さっか￣ escritor
ざっし ざっし￣ revista
さん／～さん ――― Señor ～
じこしょうかい 自己紹介 じこしょ￢うかい auto-presentación personal
しごと 仕事 しごと￣ trabajo
しずか(な) 静か(な) し￢ずか tranquilo/a, silencioso
しずか／しずかさん (静／静さん) し￢ずか／し￢ずかさん Sizuka (nombre de chica)
しぜん 自然 しぜん￣ naturaleza
した 下 した￣(～のした￢) abajo, debajo
しつもん しつもん￣ pregunta
じどうしゃ 自動車 じどうしゃ￣ automóvil, coche
します 【する3】 しま￢す hacer
しゅくだい しゅくだい￣ deberes
しゅっしん しゅっしん￣ origen, ser originario de...
しゅみ しゅ￢み afición/hobby
しょうせつ (小説) しょうせつ￣ novela
しんぱい(します) (【する3】) しんぱい￣ preocuparse
スーパー ス￢ーパー supermercado
すき(な) 好き(な) すき￢ gustar
スキー スキ￢ー esquí ス

スポーツ スポ￢ーツ deportes
すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す vivir
せんげつ 先月 せ￢んげつ mes pasado
せんしゅう 先週 せんしゅう￣ semana pasada
そう そ￢う、そう￣ así, de esa manera
ソファ ソ￢ファ sofá
たいき／たいきさん 大樹／大樹さん た￢いき／た￢いきさん Taiki (nombre japonés para chico)
たいせつ(な) たいせつ￣ importante

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)

たのしい 楽しい たのし￢い divertido, agradable
ダンス ダ￢ンス danza/baile
ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く cerca

ちゃん／～ちゃん ―――
(sufijo que se añada a un nombre como
apelativo cariñoso hacia esa persona)

ス

つぎ つぎ￢ siguiente
つよい つよ￢い fuerte, poderoso/a
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か ことば かんじ アクセント スペインご スクリプト

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す ayuda
でも で￢も pero
デリー デ￢リー Delhi
てんき 天気 て￢んき tiempo, estado atmosférico
でんしじしょ (電子じしょ) でんしじ￢しょ diccionario electrónico
とき (時) とき￢ cuando
どくしょ 読書 ど￢くしょ lectura (hobby)
どこ ど￢こ dónde
ところ (所) ところ￢ lejos, lejano/a
ともだち 友だち ともだち￣ amigo/a(s)
どろ どろ￢ barro
どんな ど￢んな qué tipo
なに／なん 何 な￢に／な￢ん qué
なまえ 名前 なまえ￣ nombre
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す aprender
なります  【なる1】 なりま￢す Llegar a ser, hacerse, convertirse
にがて(な) 苦手(な) にがて￣ torpe

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

のぞみ／のぞみちゃん
のぞみ￣／
のぞみちゃん￣

Nozomi (nombre japonés para chica) ス

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Noda (apellido japonés)
パーティー パ￢ーティー fiesta
バウムクーヘン バウムク￢ーヘン baumkuchen (pastel tradicional alemán)
はじめまして はじめま￢して encantado/a de conocerle
はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す trabajar
はなし 話 はなし￢ conversación
はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す hablar, conversar
バンガロール バンガロ￢ール Bangalore (ciudad de la India)
ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ (contador ordinal. Ej.: para contar veces)
ひ 日 ひ￢、ひ￣ día
ピーマン ピ￢ーマン pimiento
ひと 人 ひと￣、～ひと￢ gente, persona
びょうき 病気 びょうき￣ enfermedad
ふたり ２人／二人 ふたり￢ dos (contador de persona)
へや へや￢ habitación
べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ estudio(estudiar)
ホープ ホ￢ープ esperanza
ほか ほか￣ otro/a
ほしい ほし￢い querer/desear algo
ほん 本 ほ￢ん libro
ほんや 本屋 ほ￢んや librería
まあ ま￢あ bueno… vaya… ス

まこと／まことさん 誠／誠さん まこと￣／まことさん￣ Makoto (nombre japonés para chico)
まじめ(な) まじめ￣ serio
まち 町 まち￢ ciudad, barrio
マンガ マンガ￣ manga
みせ 店 みせ￢ tienda
みどり み￢どり verde ス

みます 【みる2】 見ます みま￢す ver, mirar
むすこ むすこ￣ (mi) hijo
むらかみはるき 村上春樹 むらかみは￢るき Haruki Murakami
もの もの￢ cosa
やくそく やくそく￣ promesa
やさい 野菜 やさい￣ verdura
やさしい やさしい￣、やさし￢い amable
やすみ 休み やすみ￢ (día de) descanso

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)

ゆうめい(な) 有名(な) ゆうめい￣ famoso
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か ことば かんじ アクセント スペインご スクリプト

よく よ￢く con frecuencia, seguido
よく よ￢く bien
りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ viaje (viajar)
レストラン レ￢ストラン restaurante
わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す olvidar
わたし 私 わたし￣ yo
ああ ――― aa..
あし 足 あし￢ pie, pierna
あそこ あそこ￣ allí
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す divertirse, jugar
あたま 頭 あたま￢ cabeza
あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い inteligente, listo
あね 姉 あね￣ mi hermana mayor
あの あの￣ eso
あまい あまい￣、あま￢い dulce
ありがとう あり￢がとう gracias
いっしょに いっしょに￣ juntos
いぬ いぬ￢ perro
いもうとさん 妹さん いもうとさん￣ hermana menor
うた 歌 うた￢ canción
うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す cantar
うち (家) うち￣ casa
うれしい うれし￢い contento/a
え／えっ ――― ¿eh?
おいしい おいしい￣、おいし￢い rico, delicioso
おくさん お￢くさん esposa/mujer
おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す enviar, mandar
おこさん お子さん おこさん￣ hijo/a(s) (de otra persona)
おとうさん お父さん おと￢うさん padre (marido)
おとうとさん 弟さん おとうとさん￣ hermano menor
おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ hombre, varón
おなじ 同じ おなじ￣ igual
おにいさん お兄さん おに￢いさん hermano mayor
おねえさん お姉さん おね￢えさん hermana mayor
おまごさん おまごさん￣ nieto
おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す pensar
おもしろい おもしろ￢い interesante
およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す nadar
おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ niñas(s), hija(s)
がくせい 学生 がくせい￣ estudiante
かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す ponerse (las gafas)
かぞく 家族 か￢ぞく familia
かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す ponerse el sombrero
かみ かみ￢ pelo
かります 【かりる2】 借ります かりま￢す pedir/tomar prestado, alquilar
カレー カレー￣ curry
かわいい かわい￢い mono/a
かんこく 韓国 か￢んこく Corea del sur
かんたん(な) かんたん￣ básico, fácil
きびしい(きびしく) きびし￢い(きび￢しく) estricto
きます 【きる2】 着ます きま￢す ponerse, vestirse
きます 【くる3】 来ます きま￢す venir
きょう 今日 きょ￢う hoy
きります 【きる1】 きりま￢す cortar
きれい(な) き￢れい bonito/a
くつ くつ￢ zapatos
けんめい 件名 けんめい￣ asunto
コート コ￢ート abrigo
ごしゅじん ごしゅ￢じん esposo/marido (de otra persona)
こどもたち 子どもたち こども￢たち niños/as, hijos/as
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か ことば かんじ アクセント スペインご スクリプト

このあいだ このあいだ￣ el otro día, recientemente
こんしゅう 今週 こんしゅう￣ esta semana
こんにちは こんにちは￢ hola
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satō (apellido japonés)
ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop (pop japonés)
しゃしん 写真 しゃしん￣ foto
じょうず(な) 上手(な) じょうず￢ hábil, ser bueno/a en
しょくじ 食事 しょくじ￣ comida (desayuno, almuerzo y cena)
しります 【しる2】 知ります しりま￢す saber, conocer
スーツ ス￢ーツ traje de chaqueta
スカート スカ￢ート falda
すこし 少し すこ￢し un poco

すずき／すずきさん
すずき￣／
すずきさん￣

Suzuki (apellido japonés)

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sentarse, tomar asiento
せ せ￢ estatura
セーター セ￢ーター jersey
せんせい 先生 せんせ￢い profesor/a, maestro/a
そして そして￣ y/y entonces
その その￣ eso/e/a
そんな そんな￣ ese tipo.., tal cosa…
たかい 高い たか￢い alto
たち／～たち ～たち ――― (sufijo que indica plural)
たちます 【たつ1】 たちま￢す levantarse (por ejemplo, de una silla)
たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す comer
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す equivocarse, diferenciarse
ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (mi) padre
ちょっと ちょ￢っと un poco

できます（ともだちが） 【できる2】
できます（友だち
が）

できま￢す hacer, realizar (ej.: hacer amigos)

どう ど￢う cómo, qué tal,
ときどき ときどき￢ a veces
とくい(な) とく￢い ser bueno/fuerte en algo, especialidad
とくに (特に) と￢くに especialmente
とても／とっても とても￣／とっても￣ muy
どの ど￢の cúal
どようび 土よう日 どよ￢うび sábado
とります(しゃしんを) 【とる1】 とりま￢す sacar (una foto)
ながい(ながく) 長い(長く) なが￢い(な￢がく) largo/a

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura (apellido japonés)

なきます 【なく1】 なきま￢す llorar
にます 【にる2】 にま￢す parecerse
ネクタイ ネ￢クタイ corbata
ネックレス ネ￢ックレス collar
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す beber
はきます 【はく1】 はきま￢す calzar
はじめて はじ￢めて por primera vez
はな 花 はな￢ flor
はな はな￣ nariz
はは 母 は￢は (mi) madre
ひくい 低い ひく￢い bajo
ひとり １人／一人 ひと￢り una persona
ぼうし ぼうし￣ sombrero
ほら ――― ¿ves?
まえ 前 ま￢え frente, delante
まご まご￢ nieto
また また￢ de nuevo
みじかい(みじかく) 短い(短く) みじか￢い(みじか￢く) corto
むすこさん むすこさん￣ hijo (de otra persona)
め 目 め￢ ojo
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か ことば かんじ アクセント スペインご スクリプト

メール メール￣ mail, correo electrónico
めがね め￢がね gafas

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

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す recibir
やすい 安い やす￢い barato/a, economico/a
りょうり 料理 りょ￢うり cocina, plato
りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ agencia de viajes
わらいます 【わらう1】 わらいま￢す reir
あ ――― ah
アイスティー アイス￢ティー té frío
あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す levantar
あたたかい あたたか￢い cálido
あたり あ￢たり alrededores, vecindad
あと 後 あ￢と después
アレルギー アレ￢ルギー alergia
いいます 【いう1】 言います いいま￢す decir
うんてん(します) (【する3】) 運転(します) うんてん￣ conducir
うんどう(します) (【する3】) (運動(します)) うんどう￣ ejercicio(hacer deporte)
えび えび￣ gambas
エビフライ エビフ￢ライ gamba frita
おおい 多い お￢おい numerosos/as, mucho/a
おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ cliente
おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ bebida alcohólica/sake
おすし(すし) おす￢し sushi ス

おすすめ おすすめ￣ recomendación, sugerencia, especialidad
おなか おなか￣ vientre, barriga
おねがいします お願いします おねがいしま￢す por favor, le suplico
かい か￢い almeja
かき か￢き ostra
かに かに￣ cangrejo
からだ 体 からだ￣ cuerpo
きせつ き￢せつ estación (del año)
きのう きの￢う、きのう￣ ayer
きゃく 客 きゃく￣ cliente, visitante
ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ carne de vaca
くだもの くだ￢もの fruta
グラム／～グラム ～グ￢ラム gramo (contador)
くるま 車 くるま￣ coche
こうちゃ こうちゃ￣ té negro
コーヒー コーヒ￢ー café
コーラ コ￢ーラ bebida de cola
コーンスープ コーンス￢ープ sopa de maíz
ここ ここ￣ aquí
ごちゅうもん(ちゅうもん) ご注文(注文) ごちゅうもん￣ pedido (formal)
この この￣ esto/e/a
これ これ￣ esto
これから これから￣ a partir de ahora, de ahora en adelante
さかな 魚 さかな￣ pez, pescado
さしみ さしみ￢ sashimi  (pescado crudo)
さっき さ￢っき hace un rato, justo antes
さむい 寒い さむ￢い frío
サラダ サ￢ラダ ensalada
シーフード シーフ￢ード mariscos
シーフードサラダ シーフードサ￢ラダ ensalada de mariscos
ジム ジ￢ム gimnasio
じゃあ じゃ￢あ entonces/pues
ジュース ジュ￢ース zumo
スープ ス￢ープ sopa
すききらい 好ききらい すき￢きらい gustos, comer/no comer de todo
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すきます 【すく1】 すきま￢す すいています estar vacio/a
ステーキ ステ￢ーキ bistec
すみません すみませ￢ん disculpe/gracias
ソース ソ￢ース salsa
だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ estar bien / seguro
たべもの 食べ物 たべ￢もの alimento, comida
たまご 卵 たま￢ご huevo
だめ(な) だめ￢ no bueno, inútil, inservible
ちいさい 小さい ちいさ￢い pequeño/a
チキン チ￢キン pollo
ちほう 地方 ち￢ほう、ちほ￢う región
ちゅうもん(します) (【する3】) 注文(します) ちゅうもん￣ pedido(hacer un pedido)
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す cansarse
つめたい 冷たい つめたい￣、つめた￢い frío (para objetos, no para el ambiente)
て 手 て￢ mano
テリヤキチキン テリヤキチ￢キン pollo teriyaki
テリヤキビーフ テリヤキビ￢ーフ carne teriyaki
てんぷら てんぷら￣ tempura ス

とうふ とうふ￢、とうふ￣ tofu
とりにく とり肉 とりにく￣ carne de pollo
なにか 何か な￢にか algo
なにも 何も なにも￣ nada
なま 生 な￢ま crudo
なまやさい 生野菜 なまや￢さい verduras crudas
にく 肉 にく￢ carne
にくりょうり 肉料理 にくりょ￢うり comida de carne
にんき 人気 にんき￣ popularidad
のみもの 飲み物 のみ￢もの bebida
はい は￢い sí
ビーフ ビ￢ーフ carne de vaca
ビーフステーキ ビーフステ￢ーキ bistec
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uno (contador)
ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん comida del medio día, almuerzo
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ dos (contador)
ぶたにく ぶた肉 ぶたにく￣ carne de cerdo
フライ フライ￣ frito
フルーツ フル￢ーツ fruta
へえ ――― ehh/¿en serio?
ベジタリアン ベジタ￢リアン vegetariano
ポーク ポ￢ーク carne de cerdo
ほん／ぼん／ぽん ～本 ――― contador para objetos largos
まいあさ 毎朝 ま￢いあさ cada mañana
まいにち 毎日 ま￢いにち cada día
みっつ ３つ／三つ みっつ￢ tres (contador)
めずらしい めずらし￢い poco común, raro/a
メニュー メ￢ニュー carta, menú
ようしょく 洋食 ようしょく￣ comida occidental
よかったら よ￢かったら si le parece bien
りょう りょ￢う cantidad
ローストチキン ローストチ￢キン pollo asado
ワイン ワ￢イン vino
わしょく 和食 わしょく￣ comida japonesa
あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん desayuno
あじ 味 あじ￣ sabor
あせ あ￢せ sudor
あつい 熱い あつ￢い caliente
あの／あのう ――― esto…
アメリカ アメリカ￣ Estados Unidos
アメリカじん アメリカ人 アメリカ￢じん estadounidense (nacionalidad)
いけん (意見) い￢けん opinión
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いただきます いただきま￢す ¡que aproveche!
いつ い￢つ cuándo
いっぱい い￢っぱい lleno/a, mucho
いれます 【いれる2】 入れます いれま￢す meter, introducir
いろいろ(な) いろいろ￣ varios
インターネット インターネ￢ット Internet
うん ――― sí (informal)
オーブントースター オーブント￢ースター tostador-horno
おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す explicar, enseñar, contar
おちゃ(ちゃ) お茶(茶) おちゃ￣ té
おっと 夫 おっと￣ marido
おと 音 おと￢ sonido
おとを たてます 音を たてます おと￢を たてま￢す hacer ruido
オムレツ オムレツ￣ tortilla
かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す volver
かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す poner por encima, echar
かた(たべかた) ～方(食べ方) ――― forma de/manera de 
かならず (必ず) かならず￣ sin falta, definitivamente ス

かにサラダ かにサ￢ラダ ensalada de cangrejo
かゆい かゆ￢い picor
からい から￢い picante
かわきます 【かわく1】 かわきま￢す tener sed
かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ ¡Salud! (al brindar)
きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す decidir
クイズ ク￢イズ adivinanza
くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno (apellido japonés)
けつあつ けつあつ￣ tensión/presión arterial
こおり こおり￣ hielo
こくさい～ ――― nacional

こくさいけっこん(します) (【する3】)
こくさい結婚(しま
す)

こくさいけ￢っこん
boda internacional (tener/hacer una boda
internacional)

こしょう こしょ￢う pimienta
ごはん ご飯 ご￢はん arroz
さとう さと￢う azúcar
ざんねん(な) ざんね￢ん lamentable, lamentablemente
しお 塩 しお￢ sal
しょうゆ しょうゆ￣ salsa de soja
しょっぱい しょっぱ￢い salado/a

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

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) tremendo/a, increible, extraordinario
すっぱい すっぱ￢い ácido/a
ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ todo
そのまま そのまま￣ de esa forma, tal cual
そば そ￢ば soba (fideos de harina de trigo sarraceno)
それから それから￣ después de eso, y entonces...
だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき gustar mucho/encantar
たくさん たくさん￣ muchos
たてます(おとを) 【たてる2】 たてま￢す hacer ruido
たとえば たと￢えば por ejemplo ス

チーズ チ￢ーズ queso
ちゃわん 茶わん ちゃわん￣ chawan (bol para el té o el arroz)
ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ durante, mientras, en medio de
ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく China (nombre de país)
ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん chino/a (nacionalidad) ス

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す usar, utilizar
つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す hacer, producir, fabricar, manufacturar
つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す mojar
つま 妻 つ￢ま esposa
デザート デザ￢ート postre
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でます 【でる2】 出ます でま￢す salir
とうがらし とうが￢らし pimiento picante, guindillas
どうぞ ど￢うぞ adelante
とうふステーキ とうふステ￢ーキ filete de tofu
どうやって ど￢うやって de qué forma (transporte)
とります 【とる1】 とりま￢す coger, tomar
なまたまご 生卵 なまた￢まご huevo crudo
にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japón (nombre de país)
にほんじん 日本人 にほんじ￢ん japonés/a (nacionalidad)
ぬります 【ぬる1】 ぬりま￢す untar
のこします 【のこす1】 のこしま￢す dejar, sobrar
のせます 【のせる2】 のせま￢す poner encima
のど の￢ど garganta

はいります（さとうが） 【はいる1】
入ります（さとう
が）

はいりま￢す entrar

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す empezar
パスタ パ￢スタ pasta
バター バ￢ター mantequilla
ははは ――― jajaja (risa)
パリ パ￢リ París
パン パ￢ン pan
ビール ビ￢ール cerveza
ピザ ピ￢ザ pizza
ひだりて 左手 ひだりて￣ mano izquierda
フランス フランス￣ Francia
まず ま￢ず primero
まだ ま￢だ todavía
まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す esperar
マナー マ￢ナー modales
マヨトースト マヨト￢ースト tostada con mayonesa
マヨネーズ(マヨ) マヨネ￢ーズ(マ￢ヨ) mayonesa
マヨラー マヨラー￣ amante o fan de la mayonesa
みぎ 右 みぎ￣ derecha ス

みぎて 右手 みぎて￣ mano derecha ス

みそしる みそし￢る sopa de miso
みなさん みな￢さん todos (segunda y tercera persona)
ミルク ミ￢ルク leche
みんな みんな￢ todos
メッセージ メ￢ッセージ mensaje
もう も￢う ya
もっと も￢っと más/mucho más
やきます 【やく1】 やきま￢す freír, tostar
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
レモン レ￢モン limón
わかります 【わかる1】 わかりま￢す comprender, entender
～ごろ ～ご￢ろ sobre las ～
あさ 朝 あ￢さ mañana (una parte del día), por la mañana
あつい 暑い あつ￢い caluroso
アドバイス ア￢ドバイス consejo
あぶない あぶない￣、あぶな￢い peligroso/a
あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す caminar
インストラクター インストラ￢クター instructor
えん／～えん ～円 ――― yen, moneda japonesa (contador)
おきなわ 沖縄 おきなわ￣ Okinawa
おみせ(みせ) お店(店) おみせ￣ tienda, comercio
おみやげ(みやげ) おみやげ￣ recuerdo/souvenir
おります 【おりる2】 おりま￢す bajarse (de un medio de transporte)
かいがん かいがん￣ costa, playa
ガイド／ガイドさん ガ￢イド／ガ￢イドさん guía turístico
カウンター カウンター￣ barra, mostrador
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かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す devolver
かさ か￢さ paraguas
かんこう(します) (【する3】) 観光(します) かんこう￣ turismo(hacer turismo)
かんこうち 観光地 かんこ￢うち zona turística
き 気 き￣ fuerza, espíritu, sentimiento
きもち (気持ち) きもち￣ sentimiento, sensación
きもちが いい (気持ちが いい) きもちが い￢い me siento bien
きを つけます 気を つけます きを つけま￢す tener cuidado, fijarse
くうこう 空港 くうこう￣ aeropuerto
けしき け￢しき paisaje
こみます 【こむ1】 こみま￢す agolparse, llenarse
こわい こわ￢い tener miedo, espantoso/a, terrible, horrible
こんど (今度) こ￢んど esta vez/la próxima vez
さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ participación(participar)
サングラス サング￢ラス gafas de sol
サンダル サンダル￣ sandalias
シーズン シ￢ーズン temporada
じかん 時間 じかん￣ tiempo, hora

じてんしゃ 自転車
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

bicicleta

しま 島 しま￢ isla
シュノーケリング シュノーケリング￣ buceo superficial
しんせつ(な) し￢んせつ generoso, amable
しんせん(な) しんせん￣ fresco/a
すぎます 【すぎる2】 すぎま￢す demasiado/a
すずしい すずし￢い fresco
せつめい(します) (【する3】) 説明(します) せつめい￣ explicación (explicar)
そと 外 そ￢と fuera, exterior
それ それ￣ eso
ダイビング ダ￢イビング submarinismo, bucéo
ダイビングツアー ダイビングツ￢アー tour de bucéo
たいふう たいふ￢う tifón
たいへん(な) (大変(な)) たいへん￣ terrible, duro, atroz
タクシー タ￢クシー taxi
チェックイン チェックイ￢ン facturar
チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター ventanilla de facturación
ツアー ツ￢アー tour
ツアーがいしゃ ツアー会社 ツアーが￢いしゃ empresa de tours

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す llegar

つゆ つゆ￣ estación de lluvias
つれていきます 【つれていく1】 つれていきま￢す recoger a alguien
ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ camiseta
できれば でき￢れば si es posible
でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ tren
どうぐ 道具 どうぐ￢ herramientas
ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ paseo en coche(pasear en coche)
なか 中 な￢か dentro
なつ 夏 なつ￢ verano
なつやすみ 夏休み なつや￢すみ vacaciones de verano
のります 【のる1】 乗ります のりま￢す subir, tomar (vehículo)
バイク バ￢イク motocicleta
はじめ 始め はじめ￣ comienzo
はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す correr ス

バス バ￢ス autobús
はやい(はやく) 早い(早く) はや￢い(は￢やく) rápido/temprano
ビーチ ビ￢ーチ playa
ひこうき ひこ￢うき avión
ひる 昼 ひる￢ día, mediodía
ふく 服 ふく￢ ropa
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ふだん ふ￢だん habitual
ふね 船 ふ￢ね barco
ふります 【ふる1】 ふりま￢す caer, llover
ほっ ――― interjección de alivio
ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す suspirar aliviado
ホテル ホ￢テル hotel
みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す verse
みち 道 みち￣ camino

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

モノレール モノレ￢ール monoraíl
もり 森 もり￣ bosque
もんだい 問題 もんだい￣ problema
やま 山 やま￢ montaña
ゆたか(な) ゆ￢たか abundante
ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す temblar
よやく(します) (【する3】) 予約(します) よやく￣ reserva(hacer una reserva)
ライブハウス ライブハ￢ウス bar de música en vivo
らく(な) (楽(な)) らく￢ fácil/cómodo
れんしゅう(します) (【する3】) れんしゅう￣ práctica(practicar)
レンタカー レンタ￢カー coche de alquiler
レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル alquiler(alquilar)
あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い radiante, luminoso

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

accesorios/complementos

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す dar (regalo, etc.)
あんない(します) (【する3】) あんな￢い información(guiar)
いかが いか￢が ¿Qué tal...? ¿te apetece...?
いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ un día
いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ durante todo el día
いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ durante todo el año
いつごろ いつごろ￣ desde cuándo, cuándo más o menos ス

イルカ いるか￣ delfín
うつくしい うつくし￢い precioso, bello
おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび gran felicidad/alegria
おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス cristal/vidrio de Okinawa
おしろ(しろ) おしろ￣ castillo
おてら(てら) お寺(寺) おてら￣ templo budista
おどり おどり￣ baile, danza
おひる(ひる) お昼(昼) おひ￢る día, medio día
オペラ オ￢ペラ ópera
おもいで 思い出 おもいで￣ recuerdo
およぎ 泳ぎ およぎ￢ natación
おんがく 音楽 お￢んがく música
かい／～かい ～回 ――― ～vez (contador)
ガラス ガラス￣ cristal, vidrio
かんそう かんそう￣ impresión
きに いります 気に いります きに いりま￢す gustar, agradar
キャンプ キャ￢ンプ camping
ぎゅうしゃ 牛車 ぎゅ￢うしゃ carruaje
くうき 空気 く￢うき aire
クジラ クジラ￣ ballena
クジラウォッチング クジラウォ￢ッチング acto de ir a ver/observar ballenas
くわしい(くわしく) くわし￢い(くわ￢しく) detallado
コップ コップ￣ vaso
さいこう さいこう￣ el mejor
じてんしゃタクシー 自転車タクシー じてんしゃタ￢クシー bicitaxi
します(Aモデルに) 【する3】 しま￢す elegir algo entre varias opciones
じゅう／～じゅう ～中 ～じゅう￣ durante, mientras, en medio de
ショー ショ￢ー espectáculo/show/desfile
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じょせい 女性 じょせい￣ mujer
すいぞくかん (水族館) すいぞく￢かん acuarium 
すいます 【すう1】 すいま￢す respirar
スタッフ スタ￢ッフ staff,  personal, plantilla
すばらしい すばらし￢い maravilloso/espléndido, magnifico
それなら それな￢ら en ese caso
たいけん 体験 たいけん￣ experiencia personal
たいけんツアー 体験ツアー たいけんツ￢アー "Tour experiencias"
ダイナミック(な) ダイナミ￢ック dinámico
たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す divertirse, disfurtar
だんせい 男性 だんせい￣ hombre
つり つり￣ pesca
できます 【できる2】 できま￢す poder hacer
どうぶつ 動物 どうぶつ￣ animales
のんびり のんび￢り vivir tranquilamente, sin preocupaciones
ばしょ 場所 ばしょ￣ lugar
はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す despejarse, dejar de llover
ピクニック ピ￢クニック picnic
ひろい 広い ひろ￢い espacioso/a, amplio/a, extenso/a
ふるい 古い ふる￢い viejo, antiguo/a
ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん minuto～ (sufijo)
ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura
ぶんかむら 文化むら ぶんかむら￣ desigualdad cultural
ヘルシー(な) ヘ￢ルシー saludable
べんり(な) 便利(な) べ￢んり útil
まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ más o menos, regular, así así
まるい まるい￣、まる￢い redondo
むかし むかし￣ hace mucho tiempo
むりょう 無料 むりょう￣ gratis
もちろん もち￢ろん por supuesto
やまのぼり (山のぼり) やまの￢ぼり montañismo
りょうきん 料金 りょ￢うきん tarifa
リラックス(します) (【する3】) リラ￢ックス relajación(relajarse)
れきし 歴史 れきし￣ historia
あした (明日) あした￢ mañana
あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す reunir, agrupar

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

encuesta

いいえ いいえ￢ no
いす いす￣ silla
いそがしい 忙しい いそがし￢い ocupado
いつか ５日／五日 いつか￣ día cinco
イベント イベント￣ evento
うけつけ 受付 うけつけ￣ recepción
うちわ うち￢わ paipai
エアコン エアコン￣ aire acondicionado
おおあめ 大雨 おおあ￢め lluvia fuerte
おどります 【おどる1】 おどりま￢す bailar
おひるごはん(ひるごはん) お昼ご飯(昼ご飯) おひるご￢はん comida

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

おれい(れい) おれい￣ agradecimiento
おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す terminar
かいじょう 会場 かいじょう￣ lugar de reunión o evento
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す escribir
カタカナ カタカ￢ナ katakana
かたづけ かたづけ￣ ordenar
かたづけます 【かたづける2】 かたづけま￢す ordenar, recoger
カラオケ カラオケ￣ karaoke
カラオケコンテスト カラオケコ￢ンテスト concurso de karaoke

7
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かんじ 漢字 かんじ￣ kanji
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す preguntar
きゅう(な) (急(な)) きゅう￣ de repente
きゅうけい きゅうけい￣ descanso, recreo
きょうしつ (教室) きょうしつ￣ aula
きょうみ きょ￢うみ interés, interesarse
きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す tener interés por ～
きょねん 去年 きょ￢ねん año pasado
グループ グル￢ープ grupo
けいたいでんわ けいたい電話 けいたいで￢んわ teléfono movil
ご／～ご ～語 ～ご￣ idioma～ (sufijo)
こうたい こうたい￣ reemplazo, relevo, sustitución
ごご 午後 ご￢ご P.M., tarde, por la tarde
ごぜん 午前 ご￢ぜん A.M., mañana
コンテスト コ￢ンテスト concurso/competición
コンピューター コンピュ￢ーター ordenador
さがします 【さがす1】 さがしま￢す buscar
さつえい さつえい￣ fotografía/video
さま／～さま ――― señor/a (keigo)
じ／～じ ～時 ～￢じ (sufijo de hora)
しかい しかい￣ moderador
じしん じしん￣ confianza en sí mismo
じむしつ じむ￢しつ oficina
じゅんび じゅ￢んび preparación
すぐ(に) す￢ぐ(に) inmediatamente
せつめいかい (説明会) せつめ￢いかい reunión para explicar algo

ちゅうし(します) (【する3】) 中止(します) ちゅうし￣
suspensi ó n, cese (suspender, parar de
hacer algo)

つうやく つ￢うやく intérprete
つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す encender
つごう つごう￣ circunstancias
テーブル テーブル￣ mesa
でんわ 電話 でんわ￣ teléfono
トイレ ト￢イレ baño/aseo
となり となり￣ al lado
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 periodo de días

にほんご 日本語 にほんご￣ japonés (idioma)
にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり festival japonés
のりか／のりかさん の￢りか／の￢りかさん Norika (nombre japonés para chica)
はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す empezar
はりがみ はりがみ￣ papel pegado
はん／～はん ～半 ～は￢ん media (hora)
ひつよう(な) 必要(な) ひつよう￣ necesario/a, presico/a
ビデオカメラ ビデオカ￢メラ cámara de vídeo
ひま(な) ひま￣ ocioso/a, desocupado/a, estar libre
ひろば 広場 ひ￢ろば plaza
ふじい／ふじいさん 藤井／藤井さん ふじい￣／ふじいさん￣ Fujii (apellido japonés)
ふつか ２日／二日 ふつか￣ día dos
ふべん(な) 不便(な) ふ￢べん inconveniente/inútil
プログラム プログ￢ラム programa
ホール ホ￢ール hall,  auditorio
ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ convocatoria
ボランティア ボラ￢ンティア voluntario
ボランティアスタッフ ボランティアスタ￢ッフ personal voluntario
ぼんおどり ぼんお￢どり bon odori (festival de verano)
まつり 祭り(祭) まつり￣ festival tradicional japonés
マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ clase de manga
みっか ３日／三日 みっか￣ tercer día del mes
もうしこみます 【もうしこむ1】 もうしこみま￢す solicitar
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やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す descansar
やります 【やる1】 やりま￢す llevar, tener
よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す leer
よろしく よろしく￣ encantado, quedo a su disposición
らいしゅう 来週 らいしゅう￣ semana que viene
れんらく(します) (【する3】) れんらく￣ avisar, contactar
れんらくさき れんらくさき￣ dirección de contacto
わすれもの わすれもの￣ objetos olvidados
わたしたち 私たち わたし￢たち nosotros/as
わるい 悪い わる￢い malo
あさって あさ￢って pasado mañana ス

いそぎます 【いそぐ1】 急ぎます いそぎま￢す darse prisa
イベントプログラム イベントプログ￢ラム programación de eventos
いりぐち (入り口) いりぐち￣ entrada, puerta ス

ううん／うーん ――― sí (informal)
うしろ (後ろ) うしろ￣ detrás
うまい うま￢い bueno, rico (solo usado por hombres)
オーケー／ＯＫ オ￢ーケー OK, está bien, de acuerdo ス

おとな 大人 おとな￣ adulto
かきます 【かく1】 かきま￢す dibujar
からて (空手) からて￣ karate

からてデモンストレーション
(空手デモンスト
レーション)

からてデモンストレ￢ー
ション

demostración de karate

きん（きんようび） 金 き￢ん viernes
コンサート コ￢ンサート concierto
こんばん こ￢んばん esta noche
さんかしゃ 参加者 さんか￢しゃ participante
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 J-Pop

たいこ たいこ￣ taiko  (tambores japoneses)
たいこきょうしつ (たいこ教室) たいこきょ￢うしつ clase de taiko
だいにんき 大人気 だいに￢んき gran popularidad
チェック チェ￢ック チェックします chequear, comprobar
つまらない つまら￢ない aburrido/a
できます（じゅんびが） 【できる2】 できま￢す hacer, realizar (ej.: hacer los preparativos)
デモンストレーション デモンストレ￢ーション demostración
ドア ド￢ア door, puerta
にち（にちようび） 日 に￢ち día
にちじ 日時 に￢ちじ fecha y hora
にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう coste de admisión
ひとばんじゅう ひとばんじゅう￣ toda la noche
ぶんかセンター 文化センター ぶんかセ￢ンター centro cultural
ペン ペ￢ン bolígrafo, pluma
マイク マ￢イク micrófono

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difícil

もってきます 【もってくる3】 持ってきます
もってきま￢す、
も￢ってきます

traer

ゆうしょう(します) (【する3】) ゆうしょう￣ victoria, triunfo (ganar)
らいねん 来年 らいねん￣ año que viene
あいさつ あ￢いさつ saludo
アルバイト アルバ￢イト trabajo a tiempo parcial
いま いま￢ sala de estar
うりきれ (売りきれ) うりきれ￣ agotado
おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ limpieza general
おおみそか おおみ￢そか el último día del año
おおゆき 大雪 おおゆき￣ gran nevada
おかあさん お母さん おか￢あさん madre

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￣

el Año Nuevo

おせわ(せわ) (お世話(世話)) おせ￢わ atención / ayuda

8
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おめでとう おめでとう￣ felicidades / enhorabuena
おや 親 おや￢ padres
カード カ￢ード tarjeta
がいこく 外国 がいこく￣ extranjero
かお かお￣ cara
かぜ かぜ￣ constipado, resfriado

かわの／かわのさん
か￢わの／
か￢わのさん

Kawano (apellido japonés)

きこく(します) (【する3】) 帰国(します) きこく￣ volver a su país (volver al país de origen)
きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kiyama (apellido japonés)
クリスマス クリス￢マス Navidad
クリスマスコンサート クリスマスコ￢ンサート concierto de navidad
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
さくねん 昨年 さくねん￣ año pasado
しけん 試験 しけ￢ん examen
しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ～ semanas (contador)
しょうがつ 正月 しょうがつ￢ primer mes de año nuevo
しょうがつやすみ 正月休み しょうがつや￢すみ vacaciones de año nuevo
しんせき しんせき￣ pariente, familiar
しんねん 新年 し￢んねん año nuevo
すごします 【すごす1】 すごしま￢す pasar
ずっと ずっと￣ todo el tiempo, continuamente, siempre
スペイン スペ￢イン España
そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ limpieza(hacer limpieza)
ソウル ソ￢ウル Seúl
だいがく 大学 だいがく￣ universidad
たいくつ(な) たいくつ￣ aburrido, monótono
たいへん (大変) たいへん￣ muy, mucho
チケット チ￢ケット entrada/ticket
でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す salir (a la calle)
ドイツ ド￢イツ Alemania
とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokio (nombre de ciudad en Japón)
とくべつ(な) 特別(な) とくべつ￣ especial
とし 年 とし￢ año
なのか ７日／七日 なのか￣ día siete
にち(じゅうごにち) ～日(15日) ――― día～ (sufijo de fecha)

ニューイヤーパーティー
ニューイヤーパ￢ー
ティー

fiesta de año nuevo

ねんし 年始 ね￢んし comienzo de año
ねんまつ 年末 ねんまつ￣ fin de año
ねんまつねんし 年末年始 ねんまつね￢んし comienzo y fin de año
ひさしぶり ひさしぶり￣ cuánto tiempo
ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka (nombre de lugar)
ふゆやすみ 冬休み ふゆや￢すみ vacaciones de invierno
プレゼント プレ￢ゼント regalo
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaidô (isla norte de Japón)
ほんとうに ほんとうに￣ de verdad, verdaderamente
まいとし 毎年 まいとし￣ cada año
みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す mostrar
むいか ６日／六日 むいか￣ día seis
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す salir a encontrarse con alguien
メキシコ メキシコ￣ México
もどります 【もどる1】 もどりま￢す volver
やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi (apellido japonés)
ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく oficina de correos
ゆっくり ゆっく￢り despacio
よっか ４日／四日 よっか￣ día cuatro
よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す alegrarse
りょうしん 両親 りょ￢うしん padres (ambos, padre y madre)
いけばな (生け花) いけ￢ばな arreglo floral japonés10
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いちど (一度) いちど￢ una vez
いのります 【いのる1】 いのりま￢す rezar
いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す celebrar

うけます(しけんを) 【うける2】
(受けます(しけん
を))

うけま￢す examinarse, recibir, recoger

うまく いきます う￢まく いきま￢す ir bien

えま え￢ま
tablilla votiva de madera con forma de
caballo (en los templos y santuarios)

おいわい(いわい) お祝い(祝い) おいわい￣ celebración, festividad, fiesta
おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す llegar tarde
おこります 【おこる1】 おこりま￢す ocurrir
おしらせ(しらせ) お知らせ(知らせ) おしらせ￣ noticia, anuncio
おちます(しけんに) 【おちる2】 おちま￢す suspender, caer, fallar
おばあちゃん おば￢あちゃん mi abuela
おります 【おる1】 おりま￢す romper, quebrar
かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ la ... vez
かざり かざり￣ decoración, adorno
かてい かてい￣ familia, hogar ス

かのじょ か￢のじょ ella/novia
かみ 紙 かみ￢ papel
かみさま か￢みさま dios

かわかみ／かわかみさん 川上／川上さん
かわかみ￣／
かわかみさん￣

Kawakami (apellido japonés)

きゅうりょう きゅ￢うりょう salario
けが けが￢ herida
けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ boda (casarse)
けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき boda, ceremonia de matrimonio
ごうかく(します) (【する3】) 合格(します) ごうかく￣ aprobado(aprobar (formal))

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

さいたまし さいたま市 さいたま￢し ciudad de Saitama
し 市 し￢ ciudad
し／～し ～市 ――― ciudad (sufijo)
しあわせ 幸せ しあわせ￣ felicidad
しあわせ(な) 幸せ(な) しあわせ￣ feliz
しき／～しき ～式 ――― ceremonia (sufijo)
じしん じしん￣ terremoto
しちごさん 七五三 しちごさん￣ festival de los niños de 3, 5 y 7 años
じぶん 自分 じぶん￣ uno/a mismo/a

しもやま／しもやまさん 下山／下山さん
しもやま￣／
しもやまさん￣

Shimoyama (apellido japonés)

しょうらい しょ￢うらい futuro ス

じょし 女子 じょ￢し señorita
じんじゃ 神社 じ￢んじゃ templo sintoísta
すてき(な) すてき￣ bonito, maravilloso
せいじん 成人 せいじん￣ mayor de edad (adulto)
せいじんしき 成人式 せいじ￢んしき ceremonía del día de mayoría de edad
せいじんのひ 成人の日 せいじんのひ￢ día de la mayoría de edad
せいちょう 成長 せいちょう￣ crecimiento, madurar
ぜったい ぜったい￣ sin falta, definitivamente
だいがくせい 大学生 だいがく￢せい estudiante universitario
だから だ￢から por eso
だします 【だす1】 出します だしま￢す entregar, exponer, presentar
たなばた たなばた￣ tanabata  (festival de verano japonés)
ため ため￢ para, con el fin de...

たんざく たんざく￣
tanzaku (carta vertical que se utiliza en
tanabata)

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび cumpleaños
であいます 【であう1】 (出会います) であいま￢す encontrarse con
ながいき(します) (【する3】) 長生き(します) なが￢いき、ながい￢き larga vida(vivir muchos años)

なかた(なかだ)／なかたさん 中田／中田さん
なかた￣(なかだ￣)／
なかたさん￣

Nakata (apellido japonés)
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にほんじゅう 日本中 にほんじゅう￣ en todo Japón
にゅうがく(します) (【する3】) 入学(します) にゅうがく￣ entrada a la escuela (entrar a la escuela)
にゅうがくしけん 入学試験 にゅうがくしけ￢ん examen de acceso a la escuela
ねがいごと 願い事 ねがいごと￣ deseo
ねがいます 【ねがう1】 願います ねがいま￢す desear
ばん ばん￣ número
ひっし(な) ひっし￣ inevitable
ひみつ ひみつ￣ secreto
ふるさと ふる￢さと ciudad de origen, pueblo natal
プロポーズ(します) (【する3】) プロポ￢ーズ pedir matrimonio
ぼく ぼ￢く yo (masculino) ス

ほし ほし￣ estrella
ほとけさま ほとけさ￢ま buda
まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ cada semana
まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari (nombre japonés para chica)
むすめ むすめ￢ (mi) hija
もう もう￣ más, otra vez
ゆめ ゆめ￢ sueño
わかい 若い わか￢い jóven
アイロン アイロン￣ plancha
あきます 【あく1】 あきま￢す abrirse
あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す lavar
うごきます 【うごく1】 動きます うごきま￢す funcionar, moverse
おとします 【おとす1】 おとしま￢す hacer caer
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
かかります 【かかる1】 かかりま￢す tardar
がまん(します) (【する3】) が￢まん aguantar, tener paciencia, resistir
かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す pensar
き(そうじき) ～機(そうじ機) ――― máquina
きに します 気に します きに しま￢す preocuparse por algo/alguien
くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す comparar
クレジットカード クレジットカ￢ード tarjeta de crédito
けいけん けいけん￣ experiencia
けっか けっか￣ resultado
コメント コメント￣ comentario
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す romperse, destruirse, estropearse
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

じかん／～じかん ～時間 ～じ￢かん ～horas (sufijo de duración de hora)
します(きれいに) 【する3】 しま￢す limpiar
しょうひん 商品 しょ￢うひん mercancía, producto
しょくせんき (食洗機) しょくせ￢んき lavavajillas
ショッピング ショ￢ッピング compras
しんぱい(な) しんぱい￣ preocupado
ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ en absoluto/completamente, para nada
ぜんたい (全体) ぜんたい￣ total, totalidad
せんたくき せんたく機 せんたく￢き lavadora
せんぷうき せんぷう機 せんぷ￢うき ventilador eléctrico
そうじき そうじ機 そうじ￢き aspiradora
たかい 高い たか￢い caro
ちょうさ ちょ￢うさ investigación, encuesta
ちょうし 調子 ちょうし￣ condición, estado
つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す encenderse
てんいん 店員 てんいん￣ dependiente (de una tienda o comercio)
でんき 電気 で￢んき electricidad, luz eléctrica
でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん aparatos electrónicos
でんしレンジ 電子レンジ でんしレ￢ンジ microondas
とどきます 【とどく1】 とどきま￢す alcanzar

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

¿cuánto más o menos…?
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ねだん ねだん￣ precio
ネット ネット￣ la red (Internet)
ネットショッピング ネットショ￢ッピング compra online
ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す dormir
ねん／～ねん ～年 ――― años
パーセント／～パーセント ～パーセ￢ント ～ por ciento
ふた ふた￣ tapa
みず 水 みず￣ agua
めんどう(な) めんど￢う molestia
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yūko (nombre japonés para chica)
ユーザーコメント ユーザーコ￢メント comentario de usuario
りゆう りゆう￣ razón
れいぞうこ れいぞ￢うこ nevera
うるさい うるさ￢い ruidoso, molesto
エネルギー エネ￢ルギ― energía
おしゃれ(な) おしゃ￢れ a la moda/elegante ス

おもい 重い おもい￣、おも￢い pesado
おもさ 重さ おもさ￣ peso
カラー カ￢ラー color
かるい 軽い かるい￣、かる￢い ligero
きのう 機能 き￢のう función
キロ／～キロ ～￢キロ ～kilo, ～kilómetro, ～kilogramo (contador) ス

グレー グレ￢ー gris
くろ 黒 く￢ろ negro
ご／～こ ～後 ～ご￢ después
こっち こっち￢ aquí (informal)
サイズ サ￢イズ talla
さら さら￣ plato
しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ ahorro de energía
しょうひでんりょく 消費電力 しょうひで￢んりょく consumo de energía
しろ 白 し￢ろ blanco
すくない 少ない すくな￢い poco/a
ぜいきん 税金 ぜいきん￣ impuesto
ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ impuesto incluido
せいひん 製品 せいひん￣ productos manufacturados
せまい せま￢い estrecho/a
そうりょう 送料 そ￢うりょう gastos de envío
そっち そっち￢ por ahí, en esa dirección (informal)
たぶん た￢ぶん quizá/tal vez
デザイン デザ￢イン diseño
でんりょく 電力 で￢んりょく energía eléctrica
とくちょう 特徴 とくちょう￣ característica
どちら ど￢ちら dónde (formal), cuál
どっち ど￢っち cuál (coloquial)
とりだします 【とりだす1】 とりだしま￢す sacar, extraer, elegir
にほんせい 日本製 にほんせい￣ hecho en Japón
ねん 年 ね￢ん año
びっくり びっく￢り sobresalto, sorpresa
ふくざつ(な) ふくざつ￣ complejo

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

まんぞく(します) (【する3】) 満足(します) ま￢んぞく satisfacción, estár satisfecho (satisfacer)
モデル モ￢デル、モデル￣ modelo
よくじつ 翌日 よくじつ￣ el día siguiente
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida (apellido japonés)
よわい よわ￢い débil
あしかがよしみつ 足利義満 あしかがよし￢みつ Ashikaga yoshimitsu (shogun 1358-1408)
いくら い￢くら cuánto (precios)
うま うま￢ caballo
おこないます 【おこなう1】 おこないま￢す celebrar, realizar

12
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おわり 終わり おわり￣ fín, final
おわりごろ 終わりごろ おわりご￢ろ a finales de…
かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく turista
かんむてんのう 桓武天皇 か￢んむてんのう Emperador Kanmu
ぎおんまつり 祇園祭 ぎおんま￢つり festival de Gion
きょうことば 京ことば きょうこ￢とば dialecto de Kioto
きょうと 京都 きょ￢うと Kioto (nombre de ciudad en Japón)
きん 金 き￢ん oro
きんいろ 金色 きんいろ￣ color de oro, dorado

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

きんぱく 金ぱく きんぱく￣ pan de oro
けいかく けいかく￣ plan, proyecto
けいかくてき(な) けいかく的(な) けいかくてき￣ planeado, premeditado
こうこうせい 高校生 こうこ￢うせい estudiante de secundaria ス

ごかぞく(かぞく) ご家族(家族) ごか￢ぞく familia (de otra persona) ス

ごきょうだい(きょうだい) (ご兄弟(兄弟)) ごきょ￢うだい hermano/a(s) ス

ごしょ 御所 ご￢しょ palacio imperial
こんかい 今回 こ￢んかい esta vez
さきます 【さく1】 さきま￢す florecer
さくら さくら￣ cerezo, flor de cerezo ス

しゅっぱつ(します) (【する3】) 出発(します) しゅっぱつ￣ partir, salir
しょうかい(します) (【する3】) 紹介(します) しょうかい￣ presentar (presentación)
しょうぐん しょうぐん￣ shogun
しろ しろ￣ blanco
せいかつ 生活 せいかつ￣ estilo de vida, vida cotidiana, día a día
せいき／～せいき ～世紀 ～せ￢いき siglo
せかい 世界 せ￢かい mundo
せかいいさん 世界いさん せかいい￢さん Patrimonio de la Humanidad
せかいじゅう 世界中 せかいじゅう￣ todo el mundo, en el mundo entero
たてます(たてものを) 【たてる2】 たてま￢す edificar, construir, levantar
たてもの たて￢もの edificio
たのしみ 楽しみ たのし￢み placer, たのしみです Me hace ilusión. ス

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 ス

だれ だ￢れ quién
ちゅうがくせい 中学生 ちゅうがく￢せい estudiante de secundaria
ちゅうしん 中心 ちゅうしん￣ centro
つれます 【つれる2】 つれま￢す estar acompañado
てき／～てき ～的 ～てき￣ característico/típico de
てら 寺 てら￢ templo budista
てんのう 天皇 てんの￢う emperador
とうろく(します) (【する3】) とうろく￣ registro (registrarse)
とおり 通り とおり￢ calle, avenida

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

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ a mediados de…
にぎやか(な) にぎ￢やか animado/bullicioso
にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう Castillo Nijo
にほんてき(な) 日本的(な) にほんてき￣ típico japonés
にもつ に￢もつ equipaje
にわ にわ￣ jardín
はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す transportar
はじめごろ 始めごろ はじめご￢ろ sobre el comienzo/en los comienzos
はる 春 は￢る primavera
ぶっきょう 仏教 ぶ￢っきょう budismo
ふんいき ふんい￢き atmósfera
まちじゅう 町中 まちじゅう￣ en la ciudad/en medio de la ciudad
まっすぐ(な) まっす￢ぐ recto (dirección)
れきしてき(な) 歴史的(な) れきしてき￣ histórico
わあ ――― ¡ala!
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アイスクリーム アイスクリ￢ーム helado
いじょう い￢じょう más de ...
イベントカレンダー イベントカレ￢ンダー calendario de eventos
いんしょく 飲食 いんしょく￣ beber y comer
うさぎ うさぎ￣ conejo
えいが 映画 えいが￣、え￢いが película
えいがかん (映画館) えいが￢かん cine
えー ――― si… ス

ええと／ええっと ――― pues… esto…
おかね(かね) お金(金) おかね￣ dinero
おきます 【おく1】 おきま￢す colocar, poner
おちゃ お茶 おちゃ￣ Ceremonia del té
おまつり(まつり) お祭り(祭り) おまつり￣ festival
おりもの おりもの￣ tejido, tela
かい／～かい ～階 ～かい￣ (contador para) planta/piso
がいこくご 外国語 がいこくご￣ idioma extranjero
かえる かえる￣ rana
がっき がっき￣ instrumento musical
がっきてん がっき￢てん tienda de instrumentos musicales
カフェ カ￢フェ cafetería
カレンダー カレ￢ンダー calendario
きもの (着物) きもの￣ kimono
きんし 禁止 きんし￣ prohibición
コース コ￢ース curso (clase)
こちら こちら￣ por aquí/en esta dirección ス

こんげつ 今月 こんげつ￣ este mes
サービス サ￢ービス servicio
サイト サイト￣ sitio web
さかもとりょうま 坂本龍馬 さかもとりょ￢うま Sakamoto Ryoma
じしょ じ￢しょ diccionario
しゅう 週 しゅ￢う semana
ショップ ショ￢ップ tienda
しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す dar una noticia, anunciar
しらべます 【しらべる2】 しらべま￢す investigar
すもう すもう￣ sumo
ぜひ ぜ￢ひ a toda costa, sin falta, definitivamente
セミナー セ￢ミナー seminario
それで それで￣ por ello
だい／～だい ――― (contador para máquinas y vehículos) ス

つき 月 つき￢ mes
てがみ (手紙) てがみ￣ carta ス

でぐち 出口 で￢ぐち salida
デジタルとしょかん デジタルとしょ￢かん biblioteca digital
では で￢は entonces, pues, bien ス

てん／～てん ～￢てん exposición de ...
てんじひん てんじひん￣ objetos expuestos
とおか １０日／十日 とおか￣ día diez
としょかん としょ￢かん biblioteca
ねんかんパスポート 年間パスポート ねんかんパスポ￢ート pase anual
はくぶつかん 博物館 はくぶつ￢かん museo
はります 【はる1】 はりま￢す pegar, poner
パンフレット パ￢ンフレット folleto
びじゅつかん びじゅつ￢かん museo de arte
ひらがな ひらが￢な hiragana ス

ぶし ぶ￢し guerrero
ブログ ブログ￣ blog
ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい propiedad cultural
ポスター ポ￢スター póster

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

ス
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まいつき 毎月 まいつき￣ cada mes
まっちゃ (まっ茶) まっちゃ￣ té verde japonés
ミュージアム ミュ￢ージアム museum
ミュージアムショップ ミュージアムショ￢ップ tienda del museo
もくようび 木よう日 もくよ￢うび jueves
やきもの やきもの￣ porcelana china
ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa
ロッカー ロ￢ッカー taquilla (de consigna)
ロビー ロ￢ビー vestíbulo, hall
わりびき わりびき￣ descuento
あけます 【あける2】 あけま￢す abrir
あびます 【あびる2】 あびま￢す ducharse
あぶら 油 あぶら￣ aceite
エコ エ￢コ ecológico
エコかつどう エコ活動 エコか￢つどう actividad ecológica
オフィス オ￢フィス oficina
おんど 温度 お￢んど temperatura (ambiental)
かいぎ 会議 か￢いぎ reunión
かいぎしつ 会議室 かいぎ￢しつ sala de conferencias
かいだん かいだん￣ escaleras
かつどう 活動 かつどう￣ actividad
かばん かばん￣ mochila, bolsa
きります(スイッチを) 【きる1】 きりま￢す apagar（スイッチを～）

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

グリーンルーフ グリーンル￢ーフ azoteas verdes
けします 【けす1】 けしま￢す apagar, borrar
コピー コ￢ピー fotocopia
コピーき コピー機 コピ￢ーき fotocopiadora
ごみ ごみ￢ basura
コンポスト コ￢ンポスト abono orgánico, compost
さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す bajar
しめます 【しめる2】 しめま￢す cerrar
シャワー シャ￢ワー ducha
スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ interrunptor
すてます 【すてる2】 すてま￢す tirar
ソーラーパネル ソーラーパ￢ネル panel solar
だいどころ だいどころ￣ cocina
ちゅうい(します) (【する3】) ちゅ￢うい cuidado (tener cuidado, ser cuidadoso)
できるだけ できるだけ￣ siempre que sea posible
てん／～てん ～点 ～て￢ん puntos
でんきじどうしゃ 電気自動車 でんきじど￢うしゃ automóvil eléctrico
ど／～ど ～度 ～￢ど ... grados
ながします 【ながす1】 ながしま￢す verter
なるほど なるほど￣ ya veo
はし は￢し puente
バッグ バ￢ッグ bolso
ふくろ ふくろ￢ bolsa
ふゆ 冬 ふゆ￢ invierno
プリンター プリンター￣ impresora
へらします 【へらす1】 へらしま￢す reducir, menguar
まど ま￢ど ventana
むだ(な) むだ￣ vano, inutilidad
むだに します むだに しま￢す malgastar
メモ メ￢モ memo, memorándum, nota, apunte ス

もったいない もったいな￢い desperdicio
やくに たちます やく￢に たちま￢す ser de ayuda
よごします 【よごす1】 よごしま￢す ensuciar
わけます 【わける2】 わけま￢す separar
わりばし わりばし￣ palillos separables de madera
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あお 青 あ￢お azul
あきます 【あきる2】 あきま￢す perder interés, cansarse
あな あな￢ agujero
いります 【いる1】 いりま￢す necesitar
いろ 色 いろ￢ color
うります 【うる1】 売ります うりま￢す vender
エプロン エ￢プロン delantal
おんなのこ 女の子 おんな￢のこ chica
かげつ ～か月 ～か￢げつ ～mes (contador de termino, duración)
かします 【かす1】 貸します かしま￢す prestar
かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す cambiar
かんがえ 考え かんが￢え opinión, idea, pensamiento ス

きいろ きいろ￣ amarillo
くつした くつ￢した calcetines
ゲームソフト ゲームソ￢フト software de juegos
ごぜんちゅう 午前中 ごぜんちゅう￣ durante la mañana
ジーンズ ジ￢ーンズ pantalones vaqueros/jeans
しつれい(します) (【する3】) しつ￢れい grosero, mal educado (discúlpeme) ス

しゅうり(します) (【する3】) しゅ￢うり reparación, arreglo (reparar, arreglar)
しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ viaje de trabajo
しんぶんし (新聞紙) しんぶ￢んし papel de periódico
スーツケース スーツケ￢ース maleta
スカーフ スカ￢ーフ bufanda
タオル タ￢オル toalla
ちょうど ちょうど￣ exacto
ちょうど いい ちょうど い￢い perfecto, justo bien
てぶくろ (手ぶくろ) てぶ￢くろ guantes
トイレットペーパー トイレットペ￢ーパー papel de váter
にんぎょう にんぎょう￣ muñeca
ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん durante... años
はらいます 【はらう1】 はらいま￢す pagar
ひろいます 【ひろう1】 ひろいま￢す recoger, encontrar, hallar
ブラウス ブラ￢ウス blusa
フリーマーケット フリーマ￢ーケット mercadillo
ペットボトル ペットボ￢トル botella de polietileno

みずしま／みずしまさん 水島／水島さん
みずしま￣／
みずしまさん￣

Mizushima (apellido japonés)

もりかわ／もりかわさん 森川／森川さん
もり￢かわ／
もり￢かわさん

Morikawa (apellido japonés)

やぶれます 【やぶれる2】 やぶれま￢す romperse (tela, papel, etc...)

やまもと／やまもとさん 山本／山本さん
やまもと￣／
やまもとさん￣

Yamamoto (apellido japonés)

よう／～よう ～用 ～よう￣ para uso de…
よごれます 【よごれる2】 よごれま￢す ensuciarse
らいげつ 来月 ら￢いげつ mes que viene
リサイクル リサ￢イクル reciclaje
リサイクルショップ リサイクルショ￢ップ tienda de reciclaje
レンタルショップ レンタルショ￢ップ tienda de alquiler
あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara (nombre de barrio en Tokio) ス

あさくさ 浅草 あさくさ￣ Asakusa (lugar)
アルル ア￢ルル Arlés (ciudad de francia)
えほん 絵本 えほ￢ん libro de ilustraciones
おおきな 大きな お￢おきな gran
おもいだします 【おもいだす1】 (思い出します) おもいだしま￢す recordar
オリンピック オリンピ￢ック Olimpiada
おんがくか (音楽家) おんがくか￣ músico
か／～か (～家) ～か￣ sufijo que indica profesiones
がか 画家 がか￣ pintor
かしゅ 歌手 か￢しゅ cantante

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 ～
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きんメダル 金メダル きんメ￢ダル medalla de oro
くろう(します) (【する3】) く￢ろう trabajar duro (esforzarse)
げいじゅつか げいじゅつか￣ artista

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

こうじょう こうじょ￢う fábrica
コーチ コ￢ーチ entrenador
ことば ことば￢ palabra
サッカー サ￢ッカー fútbol
じこ じ￢こ accidente
じつぎょうか じつぎょうか￣ empresario
しゅしょう しゅしょう￣ primer ministro
しょう しょ￢う premio
じょゆう じょゆう￣ actriz
じんせい 人生 じ￢んせい vida humana, toda la vida
しんぶん (新聞) しんぶん￣ periódico
すいえい (水泳) すいえい￣ natación
せいじか せいじか￣ político
せんしゅ 選手 せ￢んしゅ jugador
せんもん せんもん￣ especialidad
そつぎょう(します) (【する3】) 卒業(します) そつぎょう￣ graduación(graduarse)
だいがくいん だいがく￢いん curso de posgrado
だいとうりょう だいと￢うりょう presidente del govierno
たしか た￢しか como esperaba, seguro, ciertamente

たやま／たやまさん (田山／田山さん)
た￢やま／
た￢やまさん

Tayama (apellido japonés)

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ chino (idioma)
テレビ テ￢レビ televisión
なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す fallecer
ニュース ニュ￢ース noticias
はいゆう はいゆう￣ actor
ピアノ ピアノ￣ piano
ひきます 【ひく1】 ひきま￢す tocar (instrumento)
ビジネス ビ￢ジネス negocios
びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします sorprenderse
ぼうえき ぼうえき￣ comercio
ぼうえきがいしゃ ぼうえき会社 ぼうえきが￢いしゃ empresa de comercio exterior
ほんとう ほんとう￣ verdad (sustantivo)
まずしい まずし￢い pobre
マレーシア マレ￢ーシア Malasia
マレーシアご マレーシア語 マレーシアご￣ malasio (idioma)

みずの／みずのさん (水野／水野さん)
み￢ずの／
み￢ずのさん

Mizuno (apellido japonés)

みなみ 南 みなみ￣ sur
メダル メダル￣ medalla
やめます 【やめる2】 やめま￢す parar, dejar
ゆずります 【ゆずる1】 ゆずりま￢す ceder
ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします hacer algo con tranquilidad
ゆみ／ゆみさん ゆ￢み／ゆ￢みさん Yumi (nombre japonés para chica)
ラーメン ラ￢ーメン ramen (fideos con caldo) ス

りこん(します) (【する3】) りこん￣ divorcio (divorciarse)
りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい estudiante extranjero/a
あかい 赤い あかい￣、あか￢い rojo/a
えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す elegir 18

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す despertarse 18

おそい(おそく) おそい￣(おそ￢く) lento/a (lentamente) 18

かなしい かなしい￣、かなし￢い triste 18

かなり か￢なり bastante 18

クラス ク￢ラス clase 18

ゲーム ゲ￢ーム juego 18ス

18
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か ことば かんじ アクセント スペインご スクリプト

こうはい こうはい￣ generación jóven 18

さくぶん (作文) さくぶん￣ redacción 18

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す invitar 18

ざんぎょう ざんぎょう￣ horas extra 18

しかります 【しかる1】 しかりま￢す regañar, reñir 18

しにます 【しぬ1】 しにま￢す morir 18

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

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

18

スピーチ スピ￢ーチ speech, discurso 18

せんぱい せんぱい￣ alumno superior (generación más veterana) 18

たけし／たけしさん た￢けし／た￢けしさん Takeshi (nombre japonés para chico) 18

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す pedir 18

チーム チ￢ーム equipo 18ス

テスト テ￢スト examen, test 18

どうして ど￢うして ¿por qué? 18

とおい とおい￣、とお￢い lejano/distante 18

とおく とおく￢ lejos, lejano/a 18

とし 年 とし￢ año, edad 18

とります(としを) 【とる1】 とりま￢す "coger años" (envejecer) 18

ねむい ねむい￣、ねむ￢い tener sueño 18

はずかしい はずかし￢い vergüenza 18

バラ バラ￣ rosa 18

ひどい ひど￢い horrible, espantoso, cruel 18ス

ほめます 【ほめる2】 ほめま￢す elogiar 18

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ cita 18

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perderse, marearse 18

もじ も￢じ escritura, letra 18

よる 夜 よ￢る noche 18

リーダー リ￢ーダー lider 18
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