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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　Szószedet （五十音順　Japán ábécérend）

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 はんがりーご か

あ ――― Ah! 3

ああ ――― Ó. 2

あいさつ あ￢いさつ köszönés 9

アイスクリーム アイスクリ￢ーム fagyi 14

アイスティー アイス￢ティー jeges tea 3

あいます 【あう1】 会います あいま￢す találkozik 1

アイロン アイロン￣ vasaló 11

あお 青 あ￢お kék 16

あかい 赤い あかい￣、あか￢い piros 18

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん csecsemő 1

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い világos 6

あき 秋 あ￢き ősz 1

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara １7ス

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, Akihiko-szan 1

あきます 【あく1】 あきま￢す kinyílik 11

あきます 【あきる2】 あきま￢す elun, megun 16

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

ékszerek, kiegészítők 6

あけます 【あける2】 あけま￢す kinyit 15

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す felemel 3

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す ad 6

あさ 朝 あ￢さ reggel 5

あさくさ 浅草 あさくさ￣ Aszakusza 17

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん reggeli 4

あさって あさ￢って holnapután 8ス

あし 足 あし￢ láb 2

あじ 味 あじ￣ íz 4

あしかがよしみつ 足利義満 あしかがよし￢みつ Asikaga Josimicu 13

あした (明日) あした￢ holnap 7

あせ あ￢せ izzadság 4

あそこ あそこ￣ amott 2

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す játszik, szórakozik 2

あたたかい あたたか￢い meleg, enyhe (idő) 3

あたま 頭 あたま￢ fej 2

あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い okos 2

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)

új (újonnan) 1

あたり あ￢たり környék 3

あつい 熱い あつ￢い meleg, forró 4

あつい 暑い あつ￢い meleg, forró (idő) 5

あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す egybegyűlik 7

あと 後 あ￢と után, később 3

アドバイス ア￢ドバイス tanács 5

あな あな￢ lyuk, gödör 16

あなた あな￢た te, ön 1

あに 兄 あ￢に báty(ám) 1

あね 姉 あね￣ nővér(em) 2

あの あの￣ az a, amaz 2

あの／あのう ――― Uhm..., Szóval... 4

アパート アパ￢ート lakás 1

あびます 【あびる2】 あびま￢す zuhanyzik 15

あぶない あぶない￣、あぶな￢い veszélyes 5

あぶら 油 あぶら￣ olaj, zsír 15

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe, Abe-szan 1

あまい あまい￣、あま￢い édes 2

Marugoto – Japán nyelv és kultúra
Alapfok 2 (A2) Rikai

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 はんがりーご か

あまり あまり￣
nem olyan gyakran, nem annyira sok, nem
nagyon

1

あめ 雨 あ￢め eső 1

アメリカ アメリカ￣ Amerika 4

アメリカじん アメリカ人 アメリカ￢じん amerikai (ember) 4

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す megmos 11

ありがとう あり￢がとう Köszönöm. 2

あります 【ある1】 ありま￢す van (élettelen) 1

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す sétál 5

アルバイト アルバ￢イト diákmunka, részmunkaidős állás 9

アルル ア￢ルル Arles 17

アレルギー アレ￢ルギー allergia 3

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

kérdőív 7

あんない(します) (【する3】) あんな￢い útbaigazít 6

いい い￢い jó 1

いいえ いいえ￢ nem 7

いいます 【いう1】 言います いいま￢す mond 3

いえ 家 いえ￢ ház, otthon 1

いかが いか￢が Mit szólna...? Hogy tetszik? 6

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す megy 1

いくら い￢くら mennyi(be kerül)? 13

いけばな (生け花) いけ￢ばな virágkötészet, ikebana 10

いけん (意見) い￢けん vélemény 4

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￣

Isikava, Isikava-szan 1

いじょう い￢じょう -nál több 14

いす いす￣ szék 7

いそがしい 忙しい いそがし￢い elfoglalt, sok dolga van 7

いそぎます 【いそぐ1】 急ぎます いそぎま￢す siet 8

いただきます いただきま￢す Jó étvágyat! 4

いちど (一度) いちど￢ egyszer 10

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ egy nap 6

いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ egész álló nap 6

いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ egész évben 6

いちばん 一番 いちばん￣ legjobb, a leg… 1

いちばんめ １番目 いちばんめ￢ a legelső, a legjobb 1

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￣

Icsiró, Icsiró-szan 1

いつ い￢つ mikor? 4

いつか ５日／五日 いつか￣ ötödike 7

いつごろ いつごろ￣ Mikortájt? 6ス

いっしょに いっしょに￣ együtt 2

いっぱい い￢っぱい sok, tele van 4

いつも い￢つも mindig 1

いぬ いぬ￢ kutya 2

いのります 【いのる1】 いのりま￢す imádkozik 10

イベント イベント￣ esemény, rendezvény 7

イベントカレンダー イベントカレ￢ンダー rendezvénynaptár 14

イベントプログラム イベントプログ￢ラム programok egy rendezvényen 8

いま 今 い￢ま most 1

いま いま￢ nappali 9

います 【いる2】 いま￢す van (élőlény) 1

いままでに 今までに いまま￢でに mostanáig 1

いみ 意味 い￢み jelentés, értelem 1

いもうと 妹 いもうと￢ húg(om) 1

いもうとさん 妹さん いもうとさん￣ vki más húga 2

いりぐち (入り口) いりぐち￣ bejárat 8ス

いります 【いる1】 いりま￢す szüksége van rá 16

イルカ いるか￣ delfin 6

いれます 【いれる2】 入れます いれま￢す berak 4

いろ 色 いろ￢ szín 16

あ

い
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

いろいろ(な) いろいろ￣ különböző, mindenféle 4

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す megünnepel 10

いんしょく 飲食 いんしょく￣ étel és ital 14

インストラクター インストラ￢クター oktató 5

インターネット インターネ￢ット internet 4

インド イ￢ンド India 1

ううん／うーん ――― Ummm, Hmmm 8

うえ 上 うえ￣、うえ￢ felette, rajta 1

うけつけ 受付 うけつけ￣ recepció 7

うけます(しけんを) 【うける2】
(受けます(しけん
を))

うけま￢す vizsgázik 10

うごきます 【うごく1】 動きます うごきま￢す mozog 11

うさぎ うさぎ￣ nyúl 14

うしろ (後ろ) うしろ￣ mögött 8

うた 歌 うた￢ dal, ének 2

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す énekel 2

うち (家) うち￣ otthon 2

うちわ うち￢わ legyező 7

うつくしい うつくし￢い szép 6

うま うま￢ ló 13

うまい うま￢い ügyes 8

うまく いきます う￢まく いきま￢す jól megy, sikerül 10

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す (meg)születik 1

うみ 海 う￢み tenger 1

うりきれ (売りきれ) うりきれ￣ elfogyott (áru) 9

うります 【うる1】 売ります うりま￢す elad, árul 16

うるさい うるさ￢い zajos 12

うれしい うれし￢い boldog, örül 2

うん ――― Ühüm 4

うんてん(します) (【する3】) 運転(します) うんてん￣ autót vezet 3

うんどう(します) (【する3】) (運動(します)) うんどう￣ testmozgást végez 3

え 絵 え￢ kép 1

え／えっ ――― Hogy? Tessék? 2

エアコン エアコン￣ légkondicionáló 7

えいが 映画 えいが￣、え￢いが film 14

えいがかん (映画館) えいが￢かん mozi 14

えいご 英語 えいご￣ angol nyelv 1

ええ ――― Igen 1

えー ――― Ööö... 14ス

ええと／ええっと ――― Szóval..., Izé 14

エコ エ￢コ bio-, öko-, környezetbarát, -tudatos 15

エコかつどう エコ活動 エコか￢つどう környezetvédelem 15

エネルギー エネ￢ルギ― energia 12

えび えび￣ garnélarák 3

エビフライ エビフ￢ライ rántott garnéla 3

エプロン エ￢プロン kötény 16

えほん 絵本 えほ￢ん képeskönyv 17

えま え￢ま ema (könyörgő vagy hálaadó fatábla) 10

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す választ 18

えん／～えん ～円 ――― jen 5

おいしい おいしい￣、おいし￢い finom 2

おいわい(いわい) お祝い(祝い) おいわい￣ ünneplés 10

おおあめ 大雨 おおあ￢め nagy esőzés 7

おおい 多い お￢おい sok 3

おおきい 大きい おおき￢い nagy 1

おおきな 大きな お￢おきな nagy 17

オーケー／ＯＫ オ￢ーケー OK, oké 8ス

おおさか 大阪 おおさか￣ Oszaka 1

おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ nagytakarítás 9

オーブントースター オーブント￢ースター melegszendvicssütő 4

おおみそか おおみ￢そか az év utolsó napja 9

い

う
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

おおゆき 大雪 おおゆき￣ nagy havazás 9

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび hatalmas öröm 6

おかあさん お母さん おか￢あさん vki más anyja 9

おかし(かし) おか￢し édesség 1

おかね(かね) お金(金) おかね￣ pénz 14

おきなわ 沖縄 おきなわ￣ Okinava 5

おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス okinavai üveg 6

おきます 【おく1】 おきま￢す lerak 14

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す felkel 18

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ vendég, vásárló 3

おくさん お￢くさん vki más felesége 2

おくに(くに) お国(国) おくに￣ az ön országa (ország) 1ス

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す küld 2

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す késik 10

おこさん お子さん おこさん￣ vki más gyereke 2

おこないます 【おこなう1】 おこないま￢す tesz, megrendez 13

おこります 【おこる1】 おこりま￢す történik 10

おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ alkohol, szake (rizsbor) 3

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す tanít 4

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと az ön munkája (munka) 1ス

おしゃれ(な) おしゃ￢れ divatos １2ス

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￣

(japán) újév 9

おしらせ(しらせ) お知らせ(知らせ) おしらせ￣ közlemény, hír 10

おしろ(しろ) おしろ￣ vár, kastély 6

おすし(すし) おす￢し szusi 3ス

おすすめ おすすめ￣ (éttermi) ajánlat 3

おせわ(せわ) (お世話(世話)) おせ￢わ gondoskodás 9

おそい(おそく) おそい￣(おそ￢く) lassú, késő (lassan, későn) 18

おちます(しけんに) 【おちる2】 おちま￢す megbukik (vizsgán) 10

おちゃ(ちゃ) お茶(茶) おちゃ￣ (zöld) tea 4

おちゃ お茶 おちゃ￣ zöldtea, teaceremónia 14

おっと 夫 おっと￣ férj(em) 4

おてら(てら) お寺(寺) おてら￣ buddhista templom 6

おと 音 おと￢ hang 4

おとうさん お父さん おと￢うさん vki más apja 2

おとうと 弟 おとうと￢ öcs(ém) 1

おとうとさん 弟さん おとうとさん￣ vki más öccse 2

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ fiú 1

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ férfi 2

おとします 【おとす1】 おとしま￢す leejt, megbuktat 11

おとな 大人 おとな￣ felnőtt 8

おどり おどり￣ tánc 6

おどります 【おどる1】 おどりま￢す táncol 7

おとを たてます 音を たてます おと￢を たてま￢す zajong, hangot kelt 4

おなか おなか￣ has 3

おなじ 同じ おなじ￣ ugyanaz 2

おにいさん お兄さん おに￢いさん vki más bátyja 2

おねえさん お姉さん おね￢えさん vki más nővére 2

おねがいします お願いします おねがいしま￢す megkér, legyen szíves! 3

おば おば￣ nagynéni 1

おばあちゃん おば￢あちゃん nagymama 10

おひる(ひる) お昼(昼) おひ￢る dél, ebéd 6

おひるごはん(ひるごはん) お昼ご飯(昼ご飯) おひるご￢はん ebéd 7

オフィス オ￢フィス iroda 15

オペラ オ￢ペラ opera 6

おべんとう(べんとう) おべんとう￣ bentó (előre dobozolt ebéd) 7

おまごさん おまごさん￣ vki más unokája 2

おまつり(まつり) お祭り(祭り) おまつり￣ fesztivál, körmenet 14

おみせ(みせ) お店(店) おみせ￣ bolt, üzlet, étterem 5

おみやげ(みやげ) おみやげ￣ szuvenír 5

お
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

オムレツ オムレツ￣ omlett 4

おめでとう おめでとう￣ Gratulálok! 9

おもい 重い おもい￣、おも￢い nehéz 12

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 eszébe jut 17

おもいで 思い出 おもいで￣ emlék 6

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す hisz, gondol 2

おもさ 重さ おもさ￣ súly 12

おもしろい おもしろ￢い érdekes, szórakoztató 2

おや 親 おや￢ szülő 9

およぎ 泳ぎ およぎ￢ úszás 6

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す úszik 2

おります 【おりる2】 おりま￢す leszáll 5

おります 【おる1】 おりま￢す hajtogat 10

おりもの おりもの￣ váladék 14

オリンピック オリンピ￢ック olimpia 17

おれい(れい) おれい￣ köszönet, példa 7

おわり 終わり おわり￣ vége 13

おわりごろ 終わりごろ おわりご￢ろ a vége felé 13

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す befejeződik, véget ér 7

おんがく 音楽 お￢んがく zene 6

おんがくか (音楽家) おんがくか￣ zenész 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 (zene)lejátszó 11

おんど 温度 お￢んど hőmérséklet 15

おんなのこ 女の子 おんな￢のこ lány 16

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ nő 2

か／～か (～家) ～か￣ X-el foglalkozó foglalkozás 17

カード カ￢ード bank(kártya), üdvözlőlap 9

かい か￢い kagyló 3

かい／～かい ～回 ――― -szor/-ször 6

かい／～かい ～階 ～かい￣ emelet 14

かいがん かいがん￣ tengerpart 5

かいぎ 会議 か￢いぎ konferencia, megbeszélés, ülés 15

かいぎしつ 会議室 かいぎ￢しつ tárgyalóterem 15

がいこく 外国 がいこく￣ külföld(i országok) 9

がいこくご 外国語 がいこくご￣ idegen nyelv 14

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ cég, vállalat 1

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん alkalmazott (cégnél) 1

かいじょう 会場 かいじょう￣ a rendezvény helyszíne 7

かいだん かいだん￣ lépcső(ház) 15

かいてき(な) かいてき￣ kellemes 1

ガイド／ガイドさん ガ￢イド／ガ￢イドさん idegenvezető 5

かいます 【かう1】 買います かいま￢す meg(vesz) 1

かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ -dik alkalom 10

かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ bevásárol 1

カウンター カウンター￣ kassza 5

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す visszaad 5

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す visszatér, hazamegy 4

かえる かえる￣ béka 14

かお かお￣ arc 9

がか 画家 がか￣ festő 17

かかります 【かかる1】 かかりま￢す tart vmeddig 11

かき か￢き datolyaszilva, kakigyümölcs 3

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す ír 7

かきます 【かく1】 かきま￢す rajzol 8

がくせい 学生 がくせい￣ diák 2

かげつ ～か月 ～か￢げつ ... hónapig (tart) 16

かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す szemüveget felvesz, hord 2

かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す hozzáad, rászór/-önt (szójaszószt) 4

かさ か￢さ esernyő 5

かざり かざり￣ dísz 10

かざります 【かざる1】 かざりま￢す (fel)díszít 1

お

か
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ことば かんじ アクセント はんがりーご か

かします 【かす1】 貸します かしま￢す kölcsönad 16

かしゅ 歌手 か￢しゅ énekes 17

かぜ 風 かぜ￣ szél 1

かぜ かぜ￣ nátha 9

かぞく 家族 か￢ぞく család 2

かた(たべかた) ～方(食べ方) ――― vmi módja (pl. hogyan kell megenni) 4

カタカナ カタカ￢ナ katakana 7

かたづけ かたづけ￣ rendrakás 7

かたづけます 【かたづける2】 かたづけま￢す rendet rak 7

がつ ～月 ――― ... hónap 1

がっき がっき￣ hangszer 14

がっきてん がっき￢てん hangszerbolt 14

がっこう 学校 がっこう￣ iskola 1

かつどう 活動 かつどう￣ tevékenység 15

かてい かてい￣ család, háztartás, otthon 10ス

かなしい かなしい￣、かなし￢い szomorú 18

カナダ カ￢ナダ Kanada 1

かならず (必ず) かならず￣ mindenképpen 4ス

かなり か￢なり meglehetősen 18

かに かに￣ rák 3

かにサラダ かにサ￢ラダ ráksaláta 4

かのじょ か￢のじょ ő (nőnem) 10

かばん かばん￣ táska 15

カフェ カ￢フェ kávézó 14

かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す (kalapot,sapkát) felvesz, hord 2

がまん(します) (【する3】) が￢まん elvisel, kitart, türelemmel van 11

かみ かみ￢ haj 2

かみ 紙 かみ￢ papír 10

かみさま か￢みさま isten 10

かゆい かゆ￢い viszket 4

カラー カ￢ラー szín 12

からい から￢い erős 4

カラオケ カラオケ￣ karaoke 7

カラオケコンテスト カラオケコ￢ンテスト karaokeverseny 7

ガラス ガラス￣ üveg, pohár 6

からだ 体 からだ￣ test 3

からて (空手) からて￣ karate 8

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

karatebemutató 8

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す kölcsön vesz 2

かるい 軽い かるい￣、かる￢い könnyű 12

カレー カレー￣ curry 2

カレンダー カレ￢ンダー naptár 14

かわ 川 かわ￢ folyó 1

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kavai, Kavai-szan 1

かわいい かわい￢い aranyos, cuki 2

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￣

Kavakami, Kavakami-szan 10

かわきます 【かわく1】 かわきま￢す megszárad 4

かわの／かわのさん
か￢わの／
か￢わのさん

Kavano, Kavano-szan 9

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す megváltozik, átveszi vki helyét/telefont 16

かんがえ 考え かんが￢え gondolat 16ス

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す gondol 11

かんこう(します) (【する3】) 観光(します) かんこう￣ turizmus (utazik) 5

かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく turista 13

かんこうち 観光地 かんこ￢うち kirándulóhely, turisztikai célpont 5

かんこく 韓国 か￢んこく Dél-Korea 2

かんじ 漢字 かんじ￣ kandzsi 7

かんそう かんそう￣ vélemény, benyomás 6

かんだ 神田 かんだ￣ Kanda 1ス

か
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かんたん(な) かんたん￣ egyszerű 2

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ koccint 4

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す
Megteszek minden tőlem telhetőt; igyekszik,
iparkodik, törekszik

1

かんむてんのう 桓武天皇 か￢んむてんのう Kanmu/Kammu császár 13

き 木／樹 き￢ fa 1

き 気 き￣ érzés, hangulat 5

きに いります 気に いります きに いりま￢す tetszik 6

きに します 気に します きに しま￢す bántja, foglalkoztatja vmi 11

きを つけます 気を つけます きを つけま￢す óvatos, vigyáz 5

き(そうじき) ～機(そうじ機) ――― gép, (porszívó) 11

きいろ きいろ￣ sárga 16

ぎおんまつり 祇園祭 ぎおんま￢つり Gion fesztivál 13

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す hall(gat) 1

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す kérdez 7

きこく(します) (【する3】) 帰国(します) きこく￣ hazatér a saját országába 9

きせつ き￢せつ évszak 3

きのう きの￢う、きのう￣ tegnap 3

きのう 機能 き￢のう funkció 12

きびしい(きびしく) きびし￢い(きび￢しく) szigorú (szigorúan) 2

きます 【きる2】 着ます きま￢す visel, felvesz 2

きます 【くる3】 来ます きま￢す jön 2

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す eldönt 4

きもち (気持ち) きもち￣ érzés 5

きもちが いい (気持ちが いい) きもちが い￢い jó érzés, kellemes 5

きもの (着物) きもの￣ kimonó 14

きゃく 客 きゃく￣ vendég, vásárló 3

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kijama, Kijama-szan 9

キャンプ キャ￢ンプ kempingezés, tábor 6

きゅう(な) (急(な)) きゅう￣ hirtelen 7

きゅうけい きゅうけい￣ szünet 7

ぎゅうしゃ 牛車 ぎゅ￢うしゃ ökrös szekér 6

ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ marhahús 3

きゅうりょう きゅ￢うりょう fizetés 10

きょう 今日 きょ￢う ma 2

きょうことば 京ことば きょうこ￢とば a kiotói nyelvjárás 13

きょうしつ (教室) きょうしつ￣ tanterem 7

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい testvérek 1

きょうと 京都 きょ￢うと Kiotó 13

きょうみ きょ￢うみ érdeklődés 7

きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す érdekel a ... 7

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 érdekel a ... 17

きょねん 去年 きょ￢ねん tavaly 7

きります 【きる1】 きりま￢す vág 2

きります(スイッチを) 【きる1】 きりま￢す lekapcsol 15

きれい(な) き￢れい szép, tiszta, rendes 2

キロ／～キロ ～￢キロ kilométer, kilogramm １2ス

きん 金 き￢ん arany 13

きん（きんようび） 金 き￢ん péntek 8

きんいろ 金色 きんいろ￣ aranyszínű 13

きんかくじ／きんかく 金閣寺／金閣
き￢んかくじ／
き￢んかく

Kinkakudzsi, Aranytemplom 13

きんし 禁止 きんし￣ tiltás 14

きんぱく 金ぱく きんぱく￣ arany füstfólia 13

きんメダル 金メダル きんメ￢ダル aranyérem 17

クアラルンプール クアラルンプ￢ール Kuala Lumpur 1

クイズ ク￢イズ kvíz 4

くうき 空気 く￢うき levegő 6

くうこう 空港 くうこう￣ repülőtér 5

クジラ クジラ￣ bálna 6

クジラウォッチング クジラウォ￢ッチング bálnales 6

か

き

く
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くだもの くだ￢もの gyümölcs 3

くつ くつ￢ cipő 2

くつした くつ￢した zokni 16

くに 国 くに￣、～くに￢ ország 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno, Kuno-szan 4

クラス ク￢ラス osztály 18

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す összehasonlít 11

グラム／～グラム ～グ￢ラム gramm 3

グリーンカーテン グリーンカ￢ーテン növényfal 15

グリーンルーフ グリーンル￢ーフ zöldtető 15

クリスマス クリス￢マス karácsony 9

クリスマスコンサート クリスマスコ￢ンサート karácsonyi koncert 9

グループ グル￢ープ csoport 7

くるま 車 くるま￣ autó 3

グレー グレ￢ー szürke 12

クレジットカード クレジットカ￢ード kreditkártya 11

くろ 黒 く￢ろ fekete 12

くろう(します) (【する3】) く￢ろう megszenved vmiért 17

くわしい(くわしく) くわし￢い(くわ￢しく) részletes (részletesen) 6

けいかく けいかく￣ terv 13

けいかくてき(な) けいかく的(な) けいかくてき￣ megtervezett 13

けいけん けいけん￣ tapasztalat 11

げいじゅつか げいじゅつか￣ művész 17

けいたいでんわ けいたい電話 けいたいで￢んわ mobiltelefon 7

ケーキ ケ￢ーキ torta 1

ゲーム ゲ￢ーム videojáték 18ス

ゲームソフト ゲームソ￢フト videojáték-szoftver 16

けが けが￢ sérülés 10

けしき け￢しき tájkép, látkép 5

けします 【けす1】 けしま￢す lekapcsol, kitöröl, kiradíroz 15

けつあつ けつあつ￣ vérnyomás 4

けっか けっか￣ eredmény 11

けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ házasság, megházasodik 10

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき esküvő 10

げんき(な) 元気(な) げ￢んき egészséges, életvidám 1

けんこう(な) けんこう￣ egészséges 1

けんた／けんたさん 健太／健太さん
け￢んた／
け￢んたさん

Kenta, Kenta-szan 1

けんめい 件名 けんめい￣ tárgy (e-mail tárgya) 2

こ 子 こ￣ darab 1

ご／～ご ～語 ～ご￣ … nyelv 7

ご／～こ ～後 ～ご￢ … után 12

ごうかく(します) (【する3】) 合格(します) ごうかく￣ vizsgán átmegy 10

こうこう 高校 こうこう￣ gimnázium 17

こうこうせい 高校生 こうこ￢うせい gimnazista １3ス

こうじょう こうじょ￢う gyár, üzem 17

こうたい こうたい￣ felvált(ás) 7

こうちゃ こうちゃ￣ fekete tea 3

こうはい こうはい￣ alsóbb éves diák 18

コース コ￢ース kurzus, tanfolyam, útvonal 14

コーチ コ￢ーチ edző 17

コート コ￢ート kabát 2

コーヒー コーヒ￢ー kávé 3

コーラ コ￢ーラ kóla 3

こおり こおり￣ jég 4

コーンスープ コーンス￢ープ kukorica krémleves 3

ごかぞく(かぞく) ご家族(家族) ごか￢ぞく vki családja (család) １3ス

ごきょうだい(きょうだい) (ご兄弟(兄弟)) ごきょ￢うだい vki testvére (testvér) １3ス

こくさい～ ――― nemzetközi 4

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 nemzetközi házasság (-ot köt) 4

く

け

こ
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ここ ここ￣ itt 3

ごご 午後 ご￢ご délután 7

ごしゅじん ごしゅ￢じん vki más férje 2

ごしょ 御所 ご￢しょ császári palota 13

こしょう こしょ￢う bors 4

ごぜん 午前 ご￢ぜん délelőtt 7

ごぜんちゅう 午前中 ごぜんちゅう￣ a délelőtt folyamán, egész délelőtt 16

こたえ こた￢え válasz 1

ごちゅうもん(ちゅうもん) ご注文(注文) ごちゅうもん￣ az ön rendelése (rendelés) 3

こちら こちら￣ ezek, erre, itt 14ス

こっち こっち￢ erre, ez itt 12

コップ コップ￣ pohár, bögre 6

こと (事) こと￢ dolog 1

ことし 今年 ことし￣ idén, ez az év 1

ことば ことば￢ nyelv, szó, kifejezés 17

こども 子ども こども￣ gyerek 1

こどもたち 子どもたち こども￢たち gyerekek 2

この この￣ ez a 3

このあいだ このあいだ￣ nemrégiben, a múltkor 2

ごはん ご飯 ご￢はん (főtt) rizs, étel 4

コピー コ￢ピー (fény)másolat 15

コピーき コピー機 コピ￢ーき fénymásológép 15

こまります 【こまる1】 こまりま￢す gondot jelent 10

ごみ ごみ￢ szemét 15

こみます 【こむ1】 こみま￢す zsúfolttá válik 5

コメント コメント￣ megjegyzés 11

これ これ￣ ez 3

これから これから￣ ezentúl 3

～ごろ ～ご￢ろ ... körül 5

ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします heverészik 9

こわい こわ￢い ijesztő 5

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す eltörik 11

こんかい 今回 こ￢んかい ez alkalommal 13

こんげつ 今月 こんげつ￣ ez a hónap, ebben a hónapban 14

コンサート コ￢ンサート koncert 8

こんしゅう 今週 こんしゅう￣ ez a hét, ezen a héten 2

コンテスト コ￢ンテスト verseny 7

こんど (今度) こ￢んど ezúttal, legközelebb 5

こんにちは こんにちは￢ Jó napot kívánok! 2

こんばん こ￢んばん ma este 8

コンピューター コンピュ￢ーター számítógép 7

コンポスト コ￢ンポスト komposzt 15

サービス サ￢ービス benne van az árban; szolgáltatás 14

さい ～￢さい ...éves 1

さいきん さいきん￣ manapság, mostanában 1

さいこう さいこう￣ legmagasabb, legjobb 6

サイズ サ￢イズ méret(ek) 12

さいたま (埼玉) さ￢いたま Szaitama 1

さいたまし さいたま市 さいたま￢し Szaitama város 10

サイト サイト￣ internetes oldal 14

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Szaitó, Szaitó-szan 1

さがします 【さがす1】 さがしま￢す keres vmit 7

さかな 魚 さかな￣ hal 3

さかもとりょうま 坂本龍馬 さかもとりょ￢うま Szakamoto Rjóma 14

さきます 【さく1】 さきま￢す virágzik 13

さくねん 昨年 さくねん￣ tavaly 9

さくぶん (作文) さくぶん￣ fogalmazás 18

さくら さくら￣ cseresznyevirág １3ス

さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す lejjebb visz 15

さしみ さしみ￢ szasimi (nyers halszeletek) 3

さ

こ

9/23 ©2017 The Japan Foundation



 2022/04/04

ことば かんじ アクセント はんがりーご か

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す elhív 18

さつえい さつえい￣ fotózás 7

さっか 作家 さっか￣ szerző 1

サッカー サ￢ッカー labdarúgás 17

さっき さ￢っき az előbb 3

ざっし ざっし￣ magazin 1

さとう さと￢う cukor 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Szató, Szató-szan 2

さま／～さま ――― ... úr, hölgy 7

さむい 寒い さむ￢い hideg (idő) 3

さら さら￣ tányér 12

サラダ サ￢ラダ saláta 3

さん／～さん ――― három, X.Y.-szan 1

さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ részt vesz 5

さんかしゃ 参加者 さんか￢しゃ résztvevő 8

ざんぎょう ざんぎょう￣ túlóra 18

サングラス サング￢ラス napszemüveg 5

サンダル サンダル￣ szandál 5

ざんねん(な) ざんね￢ん sajnos, sajnálatos 4

し 市 し￢ város 10

し／～し ～市 ――― város 10

じ／～じ ～時 ～￢じ óra (időpont) 7

しあわせ 幸せ しあわせ￣ boldogság 10

しあわせ(な) 幸せ(な) しあわせ￣ boldog 10

シーズン シ￢ーズン szezon 5
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 CD-lejátszó 11

シーフード シーフ￢ード tengeri ételek 3

シーフードサラダ シーフードサ￢ラダ tengeri saláta 3

ジーンズ ジ￢ーンズ farmernadrág 16

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop 2
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 J-pop koncert 8

しお 塩 しお￢ só 4

しかい しかい￣ műsorvezető 7

しかります 【しかる1】 しかりま￢す leszid 18

じかん 時間 じかん￣ idő 5

じかん／～じかん ～時間 ～じ￢かん ...órán keresztül 11

しき／～しき ～式 ――― ceremónia 10

しけん 試験 しけ￢ん vizsga 9

じこ じ￢こ baleset, saját maga 17

じこしょうかい 自己紹介 じこしょ￢うかい bemutatkozás 1

しごと 仕事 しごと￣ munka 1

じしょ じ￢しょ szótár 14

じしん じしん￣ magabiztosság 7

じしん じしん￣ földrengés 10

しずか(な) 静か(な) し￢ずか halk, csendes 1

しずか／しずかさん (静／静さん) し￢ずか／し￢ずかさん Sizuka, Sizuka-szan 1

しぜん 自然 しぜん￣ természet 1

した 下 した￣(～のした￢) fiatalabb 1

しちごさん 七五三 しちごさん￣
hét, öt és három éves gyerekek ünnepe,
sicsigoszan-ünnep

10

じつぎょうか じつぎょうか￣ vállalkozó 17

しつもん しつもん￣ kérdés 1

しつれい(します) (【する3】) しつ￢れい udvariatlanul viselkedik 16ス

じてんしゃ 自転車
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

kerékpár 5

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 pedicab, lábbal hajtós riksa 6

じどうしゃ 自動車 じどうしゃ￣ gépjármű 1

しにます 【しぬ1】 しにま￢す meghal 18

じぶん 自分 じぶん￣ saját maga(m) 10

しま 島 しま￢ sziget 5

さ

し
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します 【する3】 しま￢す csinál 1

します(Aモデルに) 【する3】 しま￢す vmi alapján készült 6

します(きれいに) 【する3】 しま￢す letakarít, megszépít 11

ジム ジ￢ム edzőterem 3

じむしつ じむ￢しつ iroda 7

しめます 【しめる2】 しめま￢す bezár 15

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￣

Simojama, Simojama-szan 10

じゃあ じゃ￢あ akkor hát 3

しゃしん 写真 しゃしん￣ fénykép 2

シャワー シャ￢ワー zuhany 15

しゅう 週 しゅ￢う hét 14

じゅう／～じゅう ～中 ～じゅう￣ az egész, végig 6

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん szokás 9

しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ munkát talál, dolgozni kezd 18

ジュース ジュ￢ース gyümölcslé 3

しゅうり(します) (【する3】) しゅ￢うり megszerel 16

しゅくだい しゅくだい￣ házi feladat 1

しゅしょう しゅしょう￣ miniszterelnök 17

しゅっしん しゅっしん￣ származás 1

しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ kiküldetés, üzleti út 16

しゅっぱつ(します) (【する3】) 出発(します) しゅっぱつ￣ indulás, elindul 13

シュノーケリング シュノーケリング￣ snorkeling (könnyűbúvárkodás) 5

しゅみ しゅ￢み hobbi 1

じゅんび じゅ￢んび előkészület 7

しょう しょ￢う díj nyeremény 17

しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ energiatakarékos 12

しょうかい(します) (【する3】) 紹介(します) しょうかい￣ bemutatás, bemutat 13

しょうがつ 正月 しょうがつ￢ újév, Újév napja 9

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう általános iskola 18

しょうがつやすみ 正月休み しょうがつや￢すみ újévi szünet 9

しょうぐん しょうぐん￣ sógun 13

じょうず(な) 上手(な) じょうず￢ ügyes 2

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ regény 1

しょうひでんりょく 消費電力 しょうひで￢んりょく elektromosenergia-felhasználás 12

しょうひん 商品 しょ￢うひん termék, áru 11

しょうゆ しょうゆ￣ szójaszósz 4

しょうらい しょ￢うらい jövő(ben) 10ス

ショー ショ￢ー show 6

しょくじ 食事 しょくじ￣ étkezés 2

しょくせんき (食洗機) しょくせ￢んき mosogatógép 11

じょし 女子 じょ￢し lányok 10

じょせい 女性 じょせい￣ nő 6

しょっぱい しょっぱ￢い sós 4

ショッピング ショ￢ッピング vásárlás 11

ショップ ショ￢ップ bolt 14

じょゆう じょゆう￣ színésznő 17

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す hírül ad 14

しらべます 【しらべる2】 しらべま￢す utánanéz, kiderít 14

しります 【しる2】 知ります しりま￢す tud, ismer 2

しろ 白 し￢ろ fehér 12

しろ しろ￣ várkastély 13

じん／～じん ～人 ～￢じん (ember) 4

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ sintó szentély 10

じんせい 人生 じ￢んせい (emberi) élet 17

しんせき しんせき￣ rokon 9

しんせつ(な) し￢んせつ kedves 5

しんせん(な) しんせん￣ friss 5

しんねん 新年 し￢んねん új év 9

しんぱい(します) (【する3】) しんぱい￣ aggódik 1

しんぱい(な) しんぱい￣ aggodalomra okot adó 11

し
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しんぶん (新聞) しんぶん￣ újság 17

しんぶんし (新聞紙) しんぶ￢んし újságpapír 16

すいえい (水泳) すいえい￣ úszás 17

すいぞくかん (水族館) すいぞく￢かん akvárium (állatkert) 6

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ kapcsoló 15

すいます 【すう1】 すいま￢す beszív 6

スーツ ス￢ーツ öltöny 2

スーツケース スーツケ￢ース bőrönd 16

スーパー ス￢ーパー szupermarket 1

スープ ス￢ープ leves 3

スカート スカ￢ート szoknya 2

スカーフ スカ￢ーフ kendő 16

すき(な) 好き(な) すき￢ szeretett, kedvelt 1

スキー スキ￢ー síelés 1ス

すききらい 好ききらい すき￢きらい válogatósság 3

すきます 【すく1】 すきま￢す kiürül 3

すぎます 【すぎる2】 すぎま￢す elmúlik, túl sok 5

すぐ(に) す￢ぐ(に) hamarosan, rögtön 7

すくない 少ない すくな￢い kevés 12

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) nagyszerű, rendkívüli 4

すこし 少し すこ￢し kevés, kicsit 2

すごします 【すごす1】 すごしま￢す időt eltölt 9

すずき／すずきさん
すずき￣／
すずきさん￣

Szuzuki, Szuzuki-szan 2

すずしい すずし￢い hűvös (idő) 5

スタッフ スタ￢ッフ személyzet 6

ずっと ずっと￣ végig 9

すっぱい すっぱ￢い savanyú 4

ステーキ ステ￢ーキ steak 3

すてき(な) すてき￣ csodálatos, gyönyörű 10

すてます 【すてる2】 すてま￢す kidob 15

すばらしい すばらし￢い csodálatos, nagyszerű 6

スピーチ スピ￢ーチ nyilvános beszéd 18

スペイン スペ￢イン Spanyolország 9

スポーツ スポ￢ーツ sport 1

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す lakik 1

すみません すみませ￢ん Bocsánat! 3

すもう すもう￣ szumóbirkózás 14

すわります 【すわる1】 すわりま￢す leül 2

せ せ￢ hát, testmagasság 2

せいかつ 生活 せいかつ￣ mindennapok, élet 13

せいき／～せいき ～世紀 ～せ￢いき évszázad 13

ぜいきん 税金 ぜいきん￣ adó 12

ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ bruttó 12

せいじか せいじか￣ politikus 17

せいじん 成人 せいじん￣ felnőtt 10

せいじんしき 成人式 せいじ￢んしき felnőtté válás ünnepe 10

せいじんのひ 成人の日 せいじんのひ￢ felnőtté válás napja 10

せいちょう 成長 せいちょう￣ növekedés, fejlődés 10

せいひん 製品 せいひん￣ termék 12

セーター セ￢ーター pulóver 2

せかい 世界 せ￢かい világ 13

せかいいさん 世界いさん せかいい￢さん világörökség 13

せかいじゅう 世界中 せかいじゅう￣ világszerte 13

ぜったい ぜったい￣ biztosan 10

せつめい(します) (【する3】) 説明(します) せつめい￣ magyarázat, elmagyaráz 5

せつめいかい (説明会) せつめ￢いかい tájékoztató előadás 7

ぜひ ぜ￢ひ mindenképpen 14

せまい せま￢い szűk 12

セミナー セ￢ミナー szeminárium 14

せんげつ 先月 せ￢んげつ múlt hónap(ban) 1

し

す
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せんしゅ 選手 せ￢んしゅ játékos, versenyző 17

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ múlt hét(en) 1

せんせい 先生 せんせ￢い tanár 2

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ egyáltalán nem, soha 11

ぜんたい (全体) ぜんたい￣ egész(ében véve) 11

せんたくき せんたく機 せんたく￢き mosógép 11

せんぱい せんぱい￣ felsőbb éves diák 18

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ mind, az összes 4

せんぷうき せんぷう機 せんぷ￢うき ventilátor 11

せんもん せんもん￣ szak(terület) 17

そう そ￢う、そう￣ igen, úgy 1

そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ takarít 9

そうじき そうじ機 そうじ￢き porszívó 11

そうりょう 送料 そ￢うりょう postaköltség 12

ソウル ソ￢ウル Szöul 9

ソース ソ￢ース szósz 3

ソーラーパネル ソーラーパ￢ネル napelem 15

そして そして￣ majd, és 2

そつぎょう(します) (【する3】) 卒業(します) そつぎょう￣ iskolát elvégez 17

そっち そっち￢ amott, az ott 12

そと 外 そ￢と kívül 5

その その￣ az 2

そのまま そのまま￣ úgy, ahogy van 4

そば そ￢ば szoba (hajdinatészta) 4

ソファ ソ￢ファ kanapé 1

それ それ￣ az 5

それから それから￣ azután 4

それで それで￣ aztán 14

それなら それな￢ら akkor pedig 6

そんな そんな￣ olyan 2

だい／～だい ――― (előtagként) nagy 14ス

だいがく 大学 だいがく￣ egyetem 9

だいがくいん だいがく￢いん mesterképzés, posztgraduális képzés 17

だいがくせい 大学生 だいがく￢せい egyetemista 10

たいき／たいきさん 大樹／大樹さん た￢いき／た￢いきさん Taiki, Taiki-szan 1

たいくつ(な) たいくつ￣ unalmas 9

たいけん 体験 たいけん￣ tapasztalat, élmény 6

たいけんツアー 体験ツアー たいけんツ￢アー élménytúra 6

たいこ たいこ￣ japán dob (taiko) 8

たいこきょうしつ (たいこ教室) たいこきょ￢うしつ taiko tanfolyam 8

だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ rendben van, rendben lévő 3

だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき nagyon szeret(ett), egyik kedvenc 4

たいせつ(な) たいせつ￣ fontos 1

だいとうりょう だいと￢うりょう elnök 17

だいどころ だいどころ￣ konyha 15

ダイナミック(な) ダイナミ￢ック dinamikus 6

だいにんき 大人気 だいに￢んき nagyon népszerű, közkedvelt 8

ダイビング ダ￢イビング búvárkodás 5

ダイビングツアー ダイビングツ￢アー búvártúra 5

たいふう たいふ￢う tájfun 5

たいへん (大変) たいへん￣
nagyon sok, rengeteg, óriási, hatalmas, 
nagyszerű

9

たいへん(な) (大変(な)) たいへん￣ nehéz (helyzet) 5

タオル タ￢オル törölköző 16

たかい 高い たか￢い drága 2

たかい 高い たか￢い magas 11

だから だ￢から ezért 10

たくさん たくさん￣ sok 4

タクシー タ￢クシー taxi 5

たけし／たけしさん た￢けし／た￢けしさん Takesi, Takesi-szan 18

たしか た￢しか biztosan 17

せ

そ
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だします 【だす1】 出します だしま￢す kiad 10

たち／～たち ～たち ――― (többesszám jele) 2

たちます 【たつ1】 たちま￢す áll, feláll 2

たてます(おとを) 【たてる2】 たてま￢す zajong, hangot kelt 4

たてます(たてものを) 【たてる2】 たてま￢す felépít (épületet) 13

たてもの たて￢もの épület 13

たとえば たと￢えば például 4ス

たなか／たなかさん (田中／田中さん)
たなか￣／
たなかさん￣

Tanaka, Tanaka-szan 1

たなばた たなばた￣ Tanabata-csillagünnep 10

たのしい 楽しい たのし￢い élvezetes 1

たのしみ 楽しみ たのし￢み élvezet １3ス

たのしみに します 楽しみに します たのし￢みに しま￢す alig vár vmit １3ス

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す élvez vmit 6

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す megkér 18

たぶん た￢ぶん talán 12

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す eszik 2

たべもの 食べ物 たべ￢もの étel 3

たまご 卵 たま￢ご tojás 3

ため ため￢ miatt, érdekében 10

だめ(な) だめ￢ tilos, tiltott 3

たやま／たやまさん (田山／田山さん)
た￢やま／
た￢やまさん

Tajama, Tajama-szan 17

だれ だ￢れ ki? 13

たんざく たんざく￣
tanzaku (hosszúkás papírdarab, kívánság vagy
vers felírására)

10

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび születésnap 10

ダンス ダ￢ンス tánc 1

だんせい 男性 だんせい￣ férfi 6

ちいさい 小さい ちいさ￢い kicsi 3

チーズ チ￢ーズ sajt 4

チーム チ￢ーム csapat 18ス

チェック チェ￢ック ellenőrzés 8

チェックイン チェックイ￢ン
bejelentkezés (hotelben), becsekkolás 
(reptéren)

5

チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター recepció, jegy- és poggyászkezelő pult 5

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す más, eltér, (nem ugyanaz) 2

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く közel(ében) 1

チキン チ￢キン csirkehús 3

チケット チ￢ケット belépőjegy 9

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ apá(m) 2

ちほう 地方 ち￢ほう、ちほ￢う vidék 3

ちゃわん 茶わん ちゃわん￣ rizses tál, teáscsésze 4

ちゃん／～ちゃん ――― X.Y.-csan 1ス

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ közepes méretű 4

ちゅうい(します) (【する3】) ちゅ￢うい figyelmeztet 15

ちゅうがくせい 中学生 ちゅうがく￢せい kisgimnazista (7-9. évfolyam) 13

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく Kína 4

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ kínai nyelv 17

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん kínai (ember) 4ス

ちゅうし(します) (【する3】) 中止(します) ちゅうし￣ félbeszakít, leállít 7

ちゅうしん 中心 ちゅうしん￣ középpont 13

ちゅうもん(します) (【する3】) 注文(します) ちゅうもん￣ megrendel 3

ちょうさ ちょ￢うさ felmérés 11

ちょうし 調子 ちょうし￣ ritmus, hangszín, haladás mértéke 11

ちょうど ちょうど￣ éppen, pont 16

ちょうど いい ちょうど い￢い pont jó 16

ちょっと ちょ￢っと kicsit 2

ツアー ツ￢アー kirándulás, utazás 5

ツアーがいしゃ ツアー会社 ツアーが￢いしゃ utazási iroda 5

つうやく つ￢うやく tolmácsolás 7

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す használ 4

た
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つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す elfárad 3

つき 月 つき￢ hónap 14

つぎ つぎ￢ következő 1

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す megérkezik, kiköt ( hajó) 5

つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す felkapcsolódik a villany 11

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す csinál, készít 4

つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す ráönt (szószt) 4

つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す felkapcsolja (a lámpát) 7

つごう つごう￣ körülmény 7

つま 妻 つ￢ま feleség(em) 4

つまらない つまら￢ない unalmas 8

つめたい 冷たい つめたい￣、つめた￢い hideg 3

つゆ つゆ￣ harmat 5

つよい つよ￢い erős 1

つり つり￣ horgászat, visszajáró 6

つれていきます 【つれていく1】 つれていきま￢す magával visz vmit vhova 5

つれます 【つれる2】 つれま￢す magával visz 13

て 手 て￢ kéz 3

であいます 【であう1】 (出会います) であいま￢す rátalál vkire 10

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ póló 5

テーブル テーブル￣ asztal 7

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す elmegy otthonról 9

てがみ (手紙) てがみ￣ levél 14ス

てき／～てき ～的 ～てき￣ ellenség 13

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 lesznek barátai, összebarátkozik vkivel 2

できます（じゅんびが） 【できる2】 できま￢す elkészül (előkészületekkel) 8

できます 【できる2】 できま￢す képes rá 6

できるだけ できるだけ￣ amennyire csak lehetséges 15

できれば でき￢れば ha lehetséges 5

でぐち 出口 で￢ぐち kijárat 14

デザート デザ￢ート desszert 4

デザイン デザ￢イン design 12

デジタルとしょかん デジタルとしょ￢かん digitális könyvtár 14

テスト テ￢スト teszt 18

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す segít 1

では で￢は Nos, akkor 14ス

てぶくろ (手ぶくろ) てぶ￢くろ kesztyű 16

でます 【でる2】 出ます でま￢す kimegy, elhagy 4

でも で￢も de 1

デモンストレーション デモンストレ￢ーション bemutató 8

てら 寺 てら￢ buddhista templom 13

デリー デ￢リー Delhi 1

テリヤキチキン テリヤキチ￢キン terijaki (sült) csirke 3

テリヤキビーフ テリヤキビ￢ーフ terijaki (sült) marhahús 3

テレビ テ￢レビ TV 17

てん／～てん ～￢てん pont 14

てん／～てん ～点 ～て￢ん ...bolt 15

てんいん 店員 てんいん￣ bolti eladó 11

てんき 天気 て￢んき időjárás 1

でんき 電気 で￢んき lámpa, elektromosság 11

でんきじどうしゃ 電気自動車 でんきじど￢うしゃ elektromos autó 15

でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん műszaki eszköz, elektronikai cikk 11

でんしじしょ (電子じしょ) でんしじ￢しょ elektronikus szótárgép 1

てんじひん てんじひん￣ kiállított tárgy 14

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ vonat 5

でんしレンジ 電子レンジ でんしレ￢ンジ mikrohullámú sütő 11

てんのう 天皇 てんの￢う császár 13

てんぷら てんぷら￣ tempura 3ス

でんりょく 電力 で￢んりょく elektromosság 12

つ
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でんわ 電話 でんわ￣ telefon 7

ど／～ど ～度 ～￢ど fok (hőmérséklet), -szor/-ször 15

ドア ド￢ア ajtó 8

ドイツ ド￢イツ Németország 9

トイレ ト￢イレ WC 7

トイレットペーパー トイレットペ￢ーパー vécépapír 16

どう ど￢う hogy(an)? 2

とうがらし とうが￢らし erős paprika 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokió 9

どうぐ 道具 どうぐ￢ eszköz 5

どうして ど￢うして Miért? 18

どうぞ ど￢うぞ Tessék! 4

とうふ とうふ￢、とうふ￣ tófu 3

とうふステーキ とうふステ￢ーキ tófu steak 4

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ állat 6

どうやって ど￢うやって hogyan? 4

とうろく(します) (【する3】) とうろく￣ regisztrál 13

とおい とおい￣、とお￢い távol 18

とおか １０日／十日 とおか￣ tizedike 14

とおく とおく￢ messzire, a távolban 18

とおり 通り とおり￢ utca, út 13

とき (時) とき￢ amikor 1

ときどき ときどき￢ néha 2

とくい(な) とく￢い vmiből jó vki, ért hozzá 2

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

Tokugava sógun(ok) 13

どくしょ 読書 ど￢くしょ olvasás 1

とくちょう 特徴 とくちょう￣ jellegzetesség 12

とくに (特に) と￢くに különösen 2

とくべつ(な) 特別(な) とくべつ￣ különleges 9

どこ ど￢こ hol? 1

ところ (所) ところ￢ hely 1

とし 年 とし￢ év 9

とし 年 とし￢ év (kor) 18

としょかん としょ￢かん könyvtár 14

どちら ど￢ちら melyik? 12

どっち ど￢っち merre? melyik? 12

とても／とっても とても￣／とっても￣ nagyon 2

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す megérkezik 11

となり となり￣ mellett, a szomszédjában 7

どの ど￢の Melyik? 2

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

Kb. mennyi (ideig)? Kb. mekkora? 11

ともだち 友だち ともだち￣ barát 1

どようび 土よう日 どよ￢うび szombat 2

ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ kocsikázás, autózik 5

とりだします 【とりだす1】 とりだしま￢す kivesz 12

とりにく とり肉 とりにく￣ csirkehús 3

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

とります 【とる1】 とりま￢す elvesz 4

とります(としを) 【とる1】 とりま￢す öregszik 18

どろ どろ￢ sár 1

どんな ど￢んな milyen? 1

なか 中 な￢か benne 5

ながい(ながく) 長い(長く) なが￢い(な￢がく) hosszú (hosszan) 2

ながいき(します) (【する3】) 長生き(します) なが￢いき、ながい￢き hosszú élet (sokáig él) 10

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ közepe táján 13

ながします 【ながす1】 ながしま￢す folyat, (ki)önt, öblit 15

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/Nakada, Nakata-szan 10

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura, Nakamura-szan 2

て
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なきます 【なく1】 なきま￢す sír 2

なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す eltűnik, megszűnik 17

なつ 夏 なつ￢ nyár 5

なつやすみ 夏休み なつや￢すみ nyári szünet 5

なに／なん 何 な￢に／な￢ん mi?, miért? 1

なにか 何か な￢にか valami 3

なにも 何も なにも￣ semmi 3

なのか ７日／七日 なのか￣ hetedike 9

なま 生 な￢ま nyers 3

なまえ 名前 なまえ￣ név 1

なまたまご 生卵 なまた￢まご nyers tojás 4

なまやさい 生野菜 なまや￢さい nyers zöldség 3

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す tanul 1

なります  【なる1】 なりま￢す lesz, válik vmivé 1

なるほど なるほど￣ így már értem 15

にがて(な) 苦手(な) にがて￣
nem megy vkinek vmi, nem ért hozzá, nem
szereti

1

にぎやか(な) にぎ￢やか élénk (utca) 13

にく 肉 にく￢ hús 3

にくりょうり 肉料理 にくりょ￢うり húsos étel 3

にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう Nidzsó kastély 13

にち（にちようび） 日 に￢ち vasárnap 8

にち(じゅうごにち) ～日(15日) ――― -dika/-dike (tizenötödike) 9
にちかん／～にちかん／かかん
／～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

... napig 7

にちじ 日時 に￢ちじ dátum, időpont 8

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Japán 4

にほんご 日本語 にほんご￣ japán nyelv 7

にほんじゅう 日本中 にほんじゅう￣ egész Japánban 10

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん japán (ember) 4

にほんせい 日本製 にほんせい￣ japán gyártmány 12

にほんてき(な) 日本的(な) にほんてき￣ japános 13

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり Japán nap 7

にます 【にる2】 にま￢す (vízben) megfőz 2

にもつ に￢もつ csomag 13

ニューイヤーパーティー
ニューイヤーパ￢ー
ティー

újévi buli 9

にゅうがく(します) (【する3】) 入学(します) にゅうがく￣ elkezd járni egy iskolába 10

にゅうがくしけん 入学試験 にゅうがくしけ￢ん felvételi vizsga 10

にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう belépti díj 8

ニュース ニュ￢ース híradó 17

にわ にわ￣ kert 13

にん／～にん ～人 ――― (emberek számolószava) 1

にんき 人気 にんき￣ népszerű, közkedvelt 3

にんぎょう にんぎょう￣ játékbaba 16

ぬ ぬります 【ぬる1】 ぬりま￢す fest, ken 4

ねがいごと 願い事 ねがいごと￣ kívánság 10

ねがいます 【ねがう1】 願います ねがいま￢す kér 10

ネクタイ ネ￢クタイ nyakkendő 2

ねだん ねだん￣ ár 11

ネックレス ネ￢ックレス nyaklánc 2

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 online vásárlás 11

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す lefekszik, alszik 11

ねむい ねむい￣、ねむ￢い álmos 18

ねん 年 ね￢ん ... év 12

ねん／～ねん ～年 ――― év 11

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん éves 16

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 éves bérlet 14

ねんし 年始 ね￢んし év eleje 9

ねんまつ 年末 ねんまつ￣ év vége 9

ねんまつねんし 年末年始 ねんまつね￢んし év vége - év eleje 9

ね
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のこします 【のこす1】 のこしま￢す meghagy 4

のせます 【のせる2】 のせま￢す feltesz, (újságban) leközöl 4

のぞみ／のぞみちゃん
のぞみ￣／
のぞみちゃん￣

Nozomi, Nozomi-csan 1ス

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Noda, Noda-szan 1

のど の￢ど torok 4

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す iszik 2

のみもの 飲み物 のみ￢もの ital 3

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

Norika, Norika-szan 7

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す felszáll (járműre) 5

のんびり のんび￢り ráérősen 6

パーセント／～パーセント ～パーセ￢ント százalék 11

パーティー パ￢ーティー party, buli 1

はい は￢い igen 3

バイク バ￢イク motor(kerékpár) 5

はいゆう はいゆう￣ színész 17

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 van benne (cukor) 4

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン Baumkuchen (sütemény) 1

はきます 【はく1】 はきま￢す felvesz (cipőt, nadrágot), hány 2

はくぶつかん 博物館 はくぶつ￢かん múzeum 14

はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す cipel, szállít 13

はし は￢し evőpálcika, híd 15

はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す elkezdődik 7

はじめ 始め はじめ￣ kezdet 5

はじめごろ 始めごろ はじめご￢ろ kezdetben 13

はじめて はじ￢めて először 2

はじめまして はじめま￢して
Örülök, hogy megismerhetem. Örülök,   hogy 
találkoztunk.

1

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す elkezd 4

ばしょ 場所 ばしょ￣ hely 6

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す fut 5ス

バス バ￢ス busz 5

はずかしい はずかし￢い szégyenlős 18

パスタ パ￢スタ tészta 4

バター バ￢ター vaj 4

はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す dolgozik 1

バッグ バ￢ッグ kézitáska 15

はな 花 はな￢ virág 2

はな はな￣ orr 2

はなし 話 はなし￢ történet 1

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す beszél, elenged 1

はは 母 は￢は anyá(m) 2

ははは ――― Hahaha! 4

はやい(はやく) 早い(早く) はや￢い(は￢やく) gyors, korai (gyorsan, korán) 5

バラ バラ￣ rózsa 18

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す fizet 16

パリ パ￢リ Párizs 4

はりがみ はりがみ￣ hirdetmény 7

はります 【はる1】 はりま￢す (ki)ragaszt 14

はる 春 は￢る tavasz 13

はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す szép, tiszta lesz az idő 6

はん／～はん ～半 ～は￢ん ...  múlt fél órával 7

ばん ばん￣ este, ...-dik 10

パン パ￢ン kenyér 4

バンガロール バンガロ￢ール Bengaluru (Bangalore) 1

パンフレット パ￢ンフレット brosúra 14

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ a ...dik 1

ひ 日 ひ￢、ひ￣ nap 1

ピアノ ピアノ￣ zongora 17

ビーチ ビ￢ーチ strand, tengerpart 5

の
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ビーフ ビ￢ーフ marhahús 3

ビーフステーキ ビーフステ￢ーキ steak 3

ピーマン ピ￢ーマン zöldpaprika 1

ビール ビ￢ール sör 4

ひきます 【ひく1】 ひきま￢す (zongorán, gitáron) játszik 17

ひくい 低い ひく￢い alacsony 2

ピクニック ピ￢クニック piknik 6

ひこうき ひこ￢うき repülőgép 5

ピザ ピ￢ザ pizza 4

ひさしぶり ひさしぶり￣ Rég nem láttalak!, régóta 9

ビジネス ビ￢ジネス üzlet 17

びじゅつかん びじゅつ￢かん szépművészeti múzeum 14

ひだりて 左手 ひだりて￣ bal kéz 4

びっくり びっく￢り döbbenet 12

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします meglepődik 17

ひっし(な) ひっし￣ teljes erejéből 10

ひつよう(な) 必要(な) ひつよう￣ szükséges 7

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ videókamera 7

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ ember 1

ひどい ひど￢い szörnyű 18ス

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ egy (darab) 3

ひとばんじゅう ひとばんじゅう￣ egész éjszaka 8

ひとり １人／一人 ひと￢り egy (ember) 2

ひま(な) ひま￣ ráér(ős) 7

ひみつ ひみつ￣ titok 10

びょうき 病気 びょうき￣ beteg 1

ひらがな ひらが￢な hiragana 14ス

ひる 昼 ひる￢ dél, nappal 5

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん ebéd 3

ひろい 広い ひろ￢い tágas, nagy 6

ひろいます 【ひろう1】 ひろいま￢す talál, felszed 16

ひろば 広場 ひ￢ろば tér 7

ふく 服 ふく￢ ruha 5

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka 9

ふくざつ(な) ふくざつ￣ bonyolult 12

ふくろ ふくろ￢ zacskó, szatyor 15

ぶし ぶ￢し busi, szamuráj 14

ふじい／ふじいさん 藤井／藤井さん ふじい￣／ふじいさん￣ Fudzsii, Fudzsii-szan 7

ふた ふた￣ fedő, kupak 11

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ kettő (darab) 3

ぶたにく ぶた肉 ぶたにく￣ disznóhús 3

ふたり ２人／二人 ふたり￢ két (ember) 1

ふだん ふ￢だん általában 5

ふつか ２日／二日 ふつか￣ másodika 7

ぶっきょう 仏教 ぶ￢っきょう buddhizmus 13

ふね 船 ふ￢ね hajó 5

ふべん(な) 不便(な) ふ￢べん kényelmetlen 7

ふゆ 冬 ふゆ￢ tél 15

ふゆやすみ 冬休み ふゆや￢すみ téli szünet 9

フライ フライ￣ rántott... 3

ブラウス ブラ￢ウス blúz 16

フランス フランス￣ Franciaország 4

フリーマーケット フリーマ￢ーケット bolhapiac 16

ふります 【ふる1】 ふりま￢す ráz, (csapadék) esik 5

プリンター プリンター￣ nyomtató 15

ふるい 古い ふる￢い régi 6

ふるさと ふる￢さと szülőfalu, -hely 10

フルーツ フル￢ーツ gyümölcs 3

プレゼント プレ￢ゼント ajándék 9

ブログ ブログ￣ blog 14

プログラム プログ￢ラム program 7

ひ
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プロポーズ(します) (【する3】) プロポ￢ーズ megkéri a kezét 10

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ... perc 6

ふんいき ふんい￢き hangulat 13

ぶんか 文化 ぶ￢んか kultúra 6

ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい kulturális emlék 14

ぶんかセンター 文化センター ぶんかセ￢ンター művelődési ház, kultúrközpont 8

ぶんかむら 文化むら ぶんかむら￣ Bunkamura (tokiói múzeum, skanzen) 6

へえ ――― Hű!, Tényleg? 3

ベジタリアン ベジタ￢リアン vegetáriánus 3

ペットボトル ペットボ￢トル műanyagpalac 16

へや へや￢ szoba, lakás 1

へらします 【へらす1】 へらしま￢す csökkent 15

ヘルシー(な) ヘ￢ルシー egészséges 6

ペン ペ￢ン toll 8

べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ tanulás, tanul 1

べんり(な) 便利(な) べ￢んり kényelmes 6

ほう 方 ほ￢う irány 12

ぼうえき ぼうえき￣ külkereskedelem 17

ぼうえきがいしゃ ぼうえき会社 ぼうえきが￢いしゃ külkereskedelmi cég 17

ぼうし ぼうし￣ kalap, sapka 2

ポーク ポ￢ーク sertéshús 3

ホープ ホ￢ープ Hope, remény 1

ホール ホ￢ール csarnok, terem 7

ほか ほか￣ egyéb, azon kívül 1

ぼく ぼ￢く én 10ス

ほし ほし￣ csillag 10

ほしい ほし￢い szeretne 1

ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ jelentkezőket keresnek, pályázat 7

ポスター ポ￢スター plakát, poszter 14

ほっ ――― Hú 5

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう Hokkaidó 9

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

ホテル ホ￢テル hotel 5

ほとけさま ほとけさ￢ま Buddha 10

ほめます 【ほめる2】 ほめま￢す megdicsér 18

ほら ――― Nézd! Na látod! 2

ボランティア ボラ￢ンティア önkéntes 7

ボランティアスタッフ ボランティアスタ￢ッフ önkéntes stáb 7

ほん 本 ほ￢ん könyv 1

ほん／ぼん／ぽん ～本 ――― (hosszú, hengeres dolgok számolószava) 3

ぼんおどり ぼんお￢どり bon-tánc 7

ほんとう ほんとう￣ igaz, tényleg 17

ほんとうに ほんとうに￣ tényleg, komolyan 9

ほんや 本屋 ほ￢んや könyvesbolt 1

まあ ま￢あ hát... 1ス

まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ nem rossz, elmegy 6

まい／～まい ――― (lapos dolgok számolószava) 14ス

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ minden reggel 3

マイク マ￢イク mikrofon 8

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ minden héten, hetente 10

まいつき 毎月 まいつき￣ minden hónapban, havonta 14

まいとし 毎年 まいとし￣ minden évben, évente 9

まいにち 毎日 ま￢いにち minden nap, naponta 3

まえ 前 ま￢え előtt 2

まご まご￢ unoka 2

まこと／まことさん 誠／誠さん まこと￣／まことさん￣ Makoto, Makoto-szan 1

まじめ(な) まじめ￣ komoly 1

まず ま￢ず először is 4

まずしい まずし￢い szegény 17

また また￢ továbbá, megint 2

まだ ま￢だ még (nem) 4

ふ
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まち 町 まち￢ város 1

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ találkoznak valahol 18

まちじゅう 町中 まちじゅう￣ városszerte 13

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す vár 4

まっすぐ(な) まっす￢ぐ egyenesen előre, nyílegyenes 13

まっちゃ (まっ茶) まっちゃ￣ maccsa, porrá őrölt zöldtea 14

まつり 祭り(祭) まつり￣ fesztivál, körmenet 7

まど ま￢ど ablak 15

マナー マ￢ナー illem(szabály) 4

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す eltéved, hezitál 18

マヨトースト マヨト￢ースト majonézes-tojásos pirítós 4

マヨネーズ(マヨ) マヨネ￢ーズ(マ￢ヨ) majonéz 4

マヨラー マヨラー￣ majonézmániás(ok) 4

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari, Mari-szan 10

まるい まるい￣、まる￢い kerek 6

マレーシア マレ￢ーシア Malajzia 17

マレーシアご マレーシア語 マレーシアご￣ maláj nyelv 17

マンガ マンガ￣ képregény, manga 1

マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ mangatanfolyam 7

まんぞく(します) (【する3】) 満足(します) ま￢んぞく megelégedik 12

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す látható, láthatja 5

みぎ 右 みぎ￣ jobb 4ス

みぎて 右手 みぎて￣ jobb kéz 4ス

みじかい(みじかく) 短い(短く) みじか￢い(みじか￢く) rövid (röviden) 2

みず 水 みず￣ víz 11

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￣

Mizusima, Mizusima-szan 16

みずの／みずのさん (水野／水野さん)
み￢ずの／
み￢ずのさん

Mizuno, Mizuno-szan 17

みせ 店 みせ￢ bolt, üzlet, étterem 1

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す megmutat 9

みそしる みそし￢る miszoleves 4

みち 道 みち￣ út 5

みっか ３日／三日 みっか￣ harmadika 7

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ három (darab) 3

みどり み￢どり zöld 1ス

みなさん みな￢さん mindenki 4

みなみ 南 みなみ￣ dél (irány) 17

みます 【みる2】 見ます みま￢す néz 1

ミュージアム ミュ￢ージアム múzeum 14

ミュージアムショップ ミュージアムショ￢ップ múzeumi bolt 14

ミルク ミ￢ルク tej 4

みんな みんな￢ mindenki 4

むいか ６日／六日 むいか￣ hatodika 9

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す üdvözölni (az új évet) 9

むかし むかし￣ régen 6

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

nehéz, bonyolult 8

むすこ むすこ￣ fia(m) 1

むすこさん むすこさん￣ vki fia 2

むすめ むすめ￢ lány(om) 10

むだ(な) むだ￣ hiábavaló 15

むだに します むだに しま￢す elpazarol 15

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

むりょう 無料 むりょう￣ ingyen(es) 6

め 目 め￢ szem 2

メール メール￣ e-mail 2

めがね め￢がね szemüveg 2

メキシコ メキシコ￣ Mexikó 9

めずらしい めずらし￢い ritka, szokatlan 3

メダル メダル￣ érem 17

メッセージ メ￢ッセージ üzenet 4

ま

み

む

め
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メニュー メ￢ニュー étlap 3

メモ メ￢モ jegyzet 15ス

めんどう(な) めんど￢う nehezére esik 11

もう も￢う már 4

もう もう￣ még 10

もうしこみます 【もうしこむ1】 もうしこみま￢す jelentkezik, pályázik valamire 7

もくようび 木よう日 もくよ￢うび csütörtök 14

もじ も￢じ karakter, betű 18

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す visz, van neki 2

もちろん もち￢ろん természetesen 6

もったいない もったいな￢い kár érte 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

magával visz vmit vhova 5

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

elhoz(za magával) 8

もっと も￢っと még több 4

モデル モ￢デル、モデル￣ modell 12

もどります 【もどる1】 もどりま￢す visszatér 9

もの もの￢ dolog, tárgy 1

モノレール モノレ￢ール egysínű vasút, monorail 5

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す kap 2

もり 森 もり￣ erdő 5

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

Morikava, Morikava-szan 16

もんだい 問題 もんだい￣ feladat, probléma 5

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Jagi, Jagi-szan 9

やきます 【やく1】 やきま￢す süt 4

やきもの やきもの￣ kerámia 14

やくそく やくそく￣ ígéret 1

やくに たちます やく￢に たちま￢す hasznára válik 15

やさい 野菜 やさい￣ zöldség 1

やさしい やさしい￣、やさし￢い könnyű, kedves 1

やすい 安い やす￢い olcsó 2

やすみ 休み やすみ￢ szünet, nyaralás 1

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す pihen, hiányzik (iskolából) 7

やぶれます 【やぶれる2】 やぶれま￢す elszakad 16

やま 山 やま￢ hegy 5

やまだ／やまださん (山田／山田さん)
やまだ￣／
やまださん￣

Jamada, Jamada-szan 1

やまのぼり (山のぼり) やまの￢ぼり hegymászás 6

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￣

Jamamoto, Jamamoto-szan 16

やめます 【やめる2】 やめま￢す abbahagy 17

やります 【やる1】 やりま￢す megtesz 7

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Júko, Júko-szan 11

ユーザーコメント ユーザーコ￢メント felhasználói megjegyzés 11

ゆうしょう(します) (【する3】) ゆうしょう￣ (meg)nyer 8

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく posta(hivatal) 9

ゆうめい(な) 有名(な) ゆうめい￣ híres 1

ゆずります 【ゆずる1】 ゆずりま￢す átenged 17

ゆたか(な) ゆ￢たか gazdag vmiben 5

ゆっくり ゆっく￢り lassan 9

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします
kényelembe helyezi magát, elengedi magát,
pihen

17

ゆみ／ゆみさん ゆ￢み／ゆ￢みさん Jumi, Jumi-szan 17

ゆめ ゆめ￢ álom 10

ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す (meg)inog, , imbolyog; reszket, rázkódik 5

よう／～よう ～用 ～よう￣ valamire való (dolog) 16

ようしょく 洋食 ようしょく￣ európai, nyugati étkezés 3

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Európa 14

よかったら よ￢かったら Ha neked jó úgy, hogy... 3

よく よ￢く gyakran 1

よく よ￢く jól 1
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よくじつ 翌日 よくじつ￣ másnap 12

よごします 【よごす1】 よごしま￢す bepiszkol 15

よごれます 【よごれる2】 よごれま￢す bepiszkolódik 16

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Josida, Josida-szan 12

よっか ４日／四日 よっか￣ negyedike 9

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す olvas 7

よやく(します) (【する3】) 予約(します) よやく￣ foglalás, foglal 5

よる 夜 よ￢る este 18

よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す örül 9

よろしく よろしく￣ Üdvözlettel!, Minden jót! 7

よわい よわ￢い gyenge 12

ラーメン ラ￢ーメン rámen (tészta) 17ス

らいげつ 来月 ら￢いげつ jövő hónap 16

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ jövő hét 7

らいねん 来年 らいねん￣ jövő év 8

ライブハウス ライブハ￢ウス könnyűzenei koncertterem 5

らく(な) (楽(な)) らく￢ könnyű (nem megterhelő) 5

リーダー リ￢ーダー vezető 18

りこん(します) (【する3】) りこん￣ elválik 17

リサイクル リサ￢イクル újrahasznosítás 16

リサイクルショップ リサイクルショ￢ップ használtcikkbolt 16

りゆう りゆう￣ ok 11

りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ külföldön tanul 4

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい külföldön tanuló diák 17

りょう りょ￢う mennyiség 3

りょうきん 料金 りょ￢うきん ár 6

りょうしん 両親 りょ￢うしん szülő(k) 9

りょうり 料理 りょ￢うり főzés, ... konyha, ... étel 2

りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ utazás, utazik 1

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ utazási iroda 2

リラックス(します) (【する3】) リラ￢ックス relaxál 6

れいぞうこ れいぞ￢うこ hűtőszekrény 11

れきし 歴史 れきし￣ történelem 6

れきしてき(な) 歴史的(な) れきしてき￣ történelmi 13

レストラン レ￢ストラン étterem 1

レモン レ￢モン citrom 4

れんしゅう(します) (【する3】) れんしゅう￣ gyakorol 5

レンタカー レンタ￢カー autókölcsönző, bérelt autó 5

レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル bérel 5

レンタルショップ レンタルショ￢ップ kölcsönző 16

れんらく(します) (【する3】) れんらく￣ kapcsolatot felvesz 7

れんらくさき れんらくさき￣ elérhetőség (pl. telefonszám, e-mail) 7

ローストチキン ローストチ￢キン sült csirke 3

ロッカー ロ￢ッカー zárható szekrény 14

ロビー ロ￢ビー előcsarnok 14

わあ ――― Hűha! Nahát! 13

ワイン ワ￢イン bor 3

わかい 若い わか￢い fiatal 10

わかります 【わかる1】 わかりま￢す (meg)ért 4

わけます 【わける2】 わけま￢す szétválaszt, eloszt 15

わしょく 和食 わしょく￣ japán ételek 3

わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す elfelejt 1

わすれもの わすれもの￣ elhagyott (talált) tárgy 7

わたし 私 わたし￣ én 1

わたしたち 私たち わたし￢たち mi 7

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す nevet 2

わりばし わりばし￣ eldobható evőpálcika 15

わりびき わりびき￣ kedvezmény 14

わるい 悪い わる￢い rossz 7
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