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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　Indice dei vocaboli （五十音順　Ordine alfabetico giapponese）

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 イタリアご か

あ ――― ah 3

ああ ――― ah 2

あいさつ あ￢いさつ saluto 9

アイスクリーム アイスクリ￢ーム gelato 14

アイスティー アイス￢ティー tè freddo 3

あいます 【あう1】 会います あいま￢す incontrare 1

アイロン アイロン￣ ferro da stiro 11

あお 青 あ￢お blu, azzurro 16

あかい 赤い あかい￣、あか￢い rosso 18

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん neonato 1

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い luminoso, chiaro 6

あき 秋 あ￢き autunno 1

あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Akihabara [quartiere di Tokyo] 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, Sig. Akihiko [nome giapponese] 1

あきます 【あく1】 あきま￢す aprirsi 11

あきます 【あきる2】 あきま￢す stufarsi 16

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

accessori [abbigliamento] 6

あけます 【あける2】 あけま￢す aprire 15

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す alzare, sollevare 3

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す dare, offrire 6

あさ 朝 あ￢さ mattina 5

あさくさ 浅草 あさくさ￣ Asakusa [quartiere di Tokyo] 17

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん colazione 4

あさって あさ￢って dopodomani 8ス

あし 足 あし￢ piede, gamba 2

あじ 味 あじ￣ sapore 4

あしかがよしみつ 足利義満 あしかがよし￢みつ Ashikaga Yoshimitsu [un personaggio storico] 13

あした (明日) あした￢ domani 7

あせ あ￢せ sudore 4

あそこ あそこ￣ lì/là [più lontano rispetto a "そこ"] 2

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す divertirsi, giocare 2

あたたかい あたたか￢い caldo (piacevole), mite, tiepido 3

あたま 頭 あたま￢ testa 2

あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い intelligente 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)

nuovo 1

あたり あ￢たり dintorni, vicinanze 3

あつい 熱い あつ￢い caldo, bollente 4

あつい 暑い あつ￢い caldo [clima atmosferico] 5

あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す riunirsi, ritrovarsi 7

あと 後 あ￢と dopo 3

アドバイス ア￢ドバイス consiglio 5

あな あな￢ buco 16

あなた あな￢た tu, Lei 1

あに 兄 あ￢に (mio) fratello maggiore 1

あね 姉 あね￣ (mia) sorella maggiore 2

あの あの￣ quello [più lontano rispetto a "その", aggettivo] 2

あの／あのう ――― ehm 4

アパート アパ￢ート appartamento, condominio 1

あびます 【あびる2】 あびま￢す farsi la doccia, bagnarsi 15

あぶない あぶない￣、あぶな￢い pericoloso 5

あぶら 油 あぶら￣ olio 15

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe, Sig.(ra) Abe [cognome giapponese] 1
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ことば かんじ アクセント イタリアご か

あまい あまい￣、あま￢い dolce 2

あまり あまり￣ non molto, poco 1

あめ 雨 あ￢め pioggia 1

アメリカ アメリカ￣ America, Stati Uniti 4

アメリカじん アメリカ人 アメリカ￢じん americano [persona] 4

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す lavare 11

ありがとう あり￢がとう Grazie. 2

あります 【ある1】 ありま￢す esserci [eventi, festività, stagioni] 1

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す camminare 5

アルバイト アルバ￢イト lavoro temporaneo, lavoretto, lavoro part-time 9

アルル ア￢ルル Arles [città della Francia] 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

questionario 7

あんない(します) (【する3】) あんな￢い (fare da) guida 6

いい い￢い buono, bene 1

いいえ いいえ￢ no 7

いいます 【いう1】 言います いいま￢す dire 3

いえ 家 いえ￢ casa 1

いかが いか￢が come [formale di "どう"] 6

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す andare 1

いくら い￢くら quanto [costo] 13

いけばな (生け花) いけ￢ばな ikebana [composizione floreale] 10

いけん (意見) い￢けん opinione 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￣

Ishikawa, Sig.(ra) Ishikawa [cognome
giapponese]

1

いじょう い￢じょう più di, maggiore di 14

いす いす￣ sedia 7

いそがしい 忙しい いそがし￢い impegnato, indaffarato 7

いそぎます 【いそぐ1】 急ぎます いそぎま￢す affrettarsi, sbrigarsi 8

いただきます いただきま￢す
ricevere [onorifico di "もらいます"],
espressione usata all'inizio del pasto

4

いちど (一度) いちど￢ una volta 10

いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ giornata 6

いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ tutto il giorno 6

いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ tutto l'anno 6

いちばん 一番 いちばん￣ il/la più (aggettivo) 1

いちばんめ １番目 いちばんめ￢ il primo 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￣

Ichiroo, Sig. Ichiroo [nome giapponese] 1

いつ い￢つ quando 4

いつか ５日／五日 いつか￣ il 5 del mese 7

いつごろ いつごろ￣ più o meno quando 6ス

いっしょに いっしょに￣ insieme 2

いっぱい い￢っぱい pieno, sazio 4

いつも い￢つも sempre 1

いぬ いぬ￢ cane 2

いのります 【いのる1】 いのりま￢す pregare 10

イベント イベント￣ evento 7

イベントカレンダー イベントカレ￢ンダー calendario degli eventi 14

イベントプログラム イベントプログ￢ラム programma degli eventi 8

いま 今 い￢ま ora, adesso 1

いま いま￢ soggiorno, sala, salotto 9

います 【いる2】 いま￢す esserci [persone e animali] 1

いままでに 今までに いまま￢でに fino ad ora 1

いみ 意味 い￢み significato 1

いもうと 妹 いもうと￢ (mia) sorella minore 1

いもうとさん 妹さん いもうとさん￣ (sua/tua) sorella minore 2

いりぐち (入り口) いりぐち￣ ingresso 8ス

いります 【いる1】 いりま￢す avere bisogno, servire 16

い

2/24 ©2017 The Japan Foundation



 2020/8/19

ことば かんじ アクセント イタリアご か

イルカ いるか￣ delfino 6

いれます 【いれる2】 入れます いれま￢す mettere, inserire 4

いろ 色 いろ￢ colore 16

いろいろ(な) いろいろ￣ vario 4

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す celebrare, festeggiare 10

いんしょく 飲食 いんしょく￣ mangiare e bere 14

インストラクター インストラ￢クター istruttore 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 ――― mmh 8

うえ 上 うえ￣、うえ￢ più grande, maggiore [età] 1

うけつけ 受付 うけつけ￣ accettazione, reception 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 sostenere (un esame) 10

うごきます 【うごく1】 動きます うごきま￢す funzionare 11

うさぎ うさぎ￣ coniglio 14

うしろ (後ろ) うしろ￣ dietro 8

うた 歌 うた￢ canzone 2

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す cantare 2

うち (家) うち￣ casa 2

うちわ うち￢わ ventaglio non pieghevole 7

うつくしい うつくし￢い bello 6

うま うま￢ cavallo 13

うまい うま￢い bravo, eccellente 8

うまく いきます う￢まく いきま￢す andare bene, avere successo 10

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す nascere 1

うみ 海 う￢み mare, oceano 1

うりきれ (売りきれ) うりきれ￣ esaurimento 9

うります 【うる1】 売ります うりま￢す vendere 16

うるさい うるさ￢い rumoroso 12

うれしい うれし￢い felice, contento 2

うん ――― sì [informale di "はい"] 4

うんてん(します) (【する3】) 運転(します) うんてん￣ guida/guidare 3

うんどう(します) (【する3】) (運動(します)) うんどう￣ (fare un) esercizio 3

え 絵 え￢ quadro 1

え／えっ ――― Cosa? 2

エアコン エアコン￣ condizionatore d'aria 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 cinema 14

えいご 英語 えいご￣ inglese [lingua] 1

ええ ――― sì 1

えー ――― uhm, vediamo 14ス

ええと／ええっと ――― uhm, vediamo 14

エコ エ￢コ eco, ecosostenibile 15

エコかつどう エコ活動 エコか￢つどう attività ecosostenibile 15

エネルギー エネ￢ルギ― energia 12

えび えび￣ gambero 3

エビフライ エビフ￢ライ gambero fritto 3

エプロン エ￢プロン grembiule 16

えほん 絵本 えほ￢ん libro illustrato 17

えま え￢ま tavoletta votiva 10

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す scegliere 18

えん／～えん ～円 ――― yen 5

おいしい おいしい￣、おいし￢い squisito, buono 2

おいわい(いわい) お祝い(祝い) おいわい￣ festeggiamento, regalo [onorifico di "いわい"] 10

おおあめ 大雨 おおあ￢め diluvio, acquazzone 7

おおい 多い お￢おい tanto, molto, numeroso 3

おおきい 大きい おおき￢い grande 1

おおきな 大きな お￢おきな grande 17

オーケー／ＯＫ オ￢ーケー ok 8ス

う

え

お
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ことば かんじ アクセント イタリアご か

おおさか 大阪 おおさか￣ Osaka [città del Giappone] 1

おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ grandi pulizie 9

オーブントースター オーブント￢ースター forno tostapane 4

おおみそか おおみ￢そか l'ultimo giorno dell'anno 9

おおゆき 大雪 おおゆき￣ grande nevicata 9

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび grande gioia, esultanza 6

おかあさん お母さん おか￢あさん (sua/tua) madre 9

おかし(かし) おか￢し dolciumi, snack [onorifico di "かし"] 1

おかね(かね) お金(金) おかね￣ denaro [onorifico di "かね"] 14

おきなわ 沖縄 おきなわ￣ Okinawa [area delle isole a sud del Giappone] 5

おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス vetro di Okinawa 6

おきます 【おく1】 おきま￢す posare 14

おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す svegliarsi 18

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ cliente, Lei [onorifico per chiamare il cliente] 3

おくさん お￢くさん (sua/tua) moglie 2

おくに(くに) お国(国) おくに￣ paese [onorifico di "くに"] 1ス

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す mandare 2

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す fare tardi 10

おこさん お子さん おこさん￣ (suo/tuo, sua/tua) figlio/a 2

おこないます 【おこなう1】 おこないま￢す celebrare, tenere 13

おこります 【おこる1】 おこりま￢す succedere 10

おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ sake [onorifico di "さけ"] 3

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す dire, indicare 4

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと lavoro [onorifico di "しごと"] 1ス

おしゃれ(な) おしゃ￢れ alla moda, elegante 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￣

Capodanno [onorifico di "しょうがつ"] 9

おしらせ(しらせ) お知らせ(知らせ) おしらせ￣
informazione, notizia, avviso [onorifico di "しら
せ"]

10

おしろ(しろ) おしろ￣ castello [onorifico di "しろ"] 6

おすし(すし) おす￢し sushi [onorifico di "すし"] 3ス

おすすめ おすすめ￣ consiglio, raccomandazione 3

おせわ(せわ) (お世話(世話)) おせ￢わ cura, aiuto [onorifico di "せわ"] 9

おそい(おそく) おそい￣(おそ￢く) lento, tardi 18

おちます(しけんに) 【おちる2】 おちま￢す essere bocciato (all'esame) 10

おちゃ(ちゃ) お茶(茶) おちゃ￣ tè [onorifico di "ちゃ"] 4

おちゃ お茶 おちゃ￣ cerimonia del tè 14

おっと 夫 おっと￣ (mio) marito 4

おてら(てら) お寺(寺) おてら￣ tempio buddhista [onorifico di "てら"] 6

おと 音 おと￢ suono, rumore 4

おとうさん お父さん おと￢うさん (suo/tuo) padre 2

おとうと 弟 おとうと￢ (mio) fratello minore 1

おとうとさん 弟さん おとうとさん￣ (suo/tuo) fratello minore 2

おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ ragazzo, bambino 1

おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ uomo, signore 2

おとします 【おとす1】 おとしま￢す far cadere 11

おとな 大人 おとな￣ adulto 8

おどり おどり￣ ballo, danza 6

おどります 【おどる1】 おどりま￢す danzare 7

おとを たてます 音を たてます おと￢を たてま￢す fare rumore 4

おなか おなか￣ pancia, stomaco 3

おなじ 同じ おなじ￣ stesso, uguale 2

おにいさん お兄さん おに￢いさん (suo/tuo) fratello maggiore 2

おねえさん お姉さん おね￢えさん (sua/tua) sorella maggiore 2

おねがいします お願いします おねがいしま￢す per favore 3

おば おば￣ (mia) zia 1

おばあちゃん おば￢あちゃん (sua/tua) nonna, nonnina 10

おひる(ひる) お昼(昼) おひ￢る mezzogiorno, pranzo [onorifico di "ひる"] 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
pranzo, pasto di mezzogiorno [onorifico di "ひる
ごはん"]

7
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ことば かんじ アクセント イタリアご か

オフィス オ￢フィス ufficio 15

オペラ オ￢ペラ opera lirica 6

おべんとう(べんとう) おべんとう￣
cestino da pranzo, pranzo al sacco [onorifico di
"べんとう"]

7

おまごさん おまごさん￣ (suo/sua, tuo/tua) nipote [onorifico di "まご"] 2

おまつり(まつり) お祭り(祭り) おまつり￣ festa, festival [onorifico di "まつり"] 14

おみせ(みせ) お店(店) おみせ￣ negozio [onorifico di "みせ"] 5

おみやげ(みやげ) おみやげ￣ souvenir, regalo [onorifico di "みやげ"] 5

オムレツ オムレツ￣ frittata, omelette 4

おめでとう おめでとう￣ Congratulazioni! Auguri! 9

おもい 重い おもい￣、おも￢い pesante 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 ricordare 17

おもいで 思い出 おもいで￣ ricordo 6

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す pensare 2

おもさ 重さ おもさ￣ peso 12

おもしろい おもしろ￢い divertente, interessante 2

おや 親 おや￢ genitore 9

およぎ 泳ぎ およぎ￢ nuoto 6

およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す nuotare 2

おります 【おりる2】 おりま￢す scendere 5

おります 【おる1】 おりま￢す piegare 10

おりもの おりもの￣ tessuto, tessile 14

オリンピック オリンピ￢ック Olimpiadi 17

おれい(れい) おれい￣
ringraziamento, regalo in segno di
ringraziamento [onorifico di "れい"]

7

おわり 終わり おわり￣ fine 13

おわりごろ 終わりごろ おわりご￢ろ verso la fine 13

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す finire 7

おんがく 音楽 お￢んがく musica 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 lettore musicale 11

おんど 温度 お￢んど temperatura 15

おんなのこ 女の子 おんな￢のこ ragazza, bambina 16

おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ donna, signora 2

か／～か (～家) ～か￣
suffisso per mestiere -ere, -ore, -sta (es.
novelliere, scrittore, musicista)

17

カード カ￢ード scheda, biglietto 9

かい か￢い mollusco 3

かい／～かい ～回 ――― suffisso contatore per frequenza 6

かい／～かい ～階 ～かい￣ suffisso contatore per piano di edificio 14

かいがん かいがん￣ riva del mare, costa 5

かいぎ 会議 か￢いぎ riunione 15

かいぎしつ 会議室 かいぎ￢しつ sala delle riunioni 15

がいこく 外国 がいこく￣ paese estero 9

がいこくご 外国語 がいこくご￣ lingua straniera 14

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ società, azienda 1

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん impiegato 1

かいじょう 会場 かいじょう￣ luogo di una riunione, evento 7

かいだん かいだん￣ scala 15

かいてき(な) かいてき￣ confortevole 1

ガイド／ガイドさん ガ￢イド／ガ￢イドさん guida (turistica) 5

かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprare 1

かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ la ～ volta 10

かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ fare la spesa, fare shopping 1

カウンター カウンター￣ bancone 5

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す restituire 5

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す tornare 4

かえる かえる￣ rana 14

かお かお￣ faccia, viso 9

がか 画家 がか￣ pittore 17

か
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ことば かんじ アクセント イタリアご か

かかります 【かかる1】 かかりま￢す richiedere, occorrere 11

かき か￢き ostrica 3

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す scrivere 7

かきます 【かく1】 かきま￢す disegnare 8

がくせい 学生 がくせい￣ studente 2

かげつ ～か月 ～か￢げつ suffisso per mese [durata] 16

かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す mettersi, portare (gli occhiali) 2

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

かさ か￢さ ombrello 5

かざり かざり￣ decorazione 10

かざります 【かざる1】 かざりま￢す decorare, esporre 1

かします 【かす1】 貸します かしま￢す prestare 16

かしゅ 歌手 か￢しゅ cantante 17

かぜ 風 かぜ￣ vento 1

かぜ かぜ￣ raffreddore 9

かぞく 家族 か￢ぞく famiglia 2

かた(たべかた) ～方(食べ方) ――― suffisso per indicare modalità 4

カタカナ カタカ￢ナ
katakana [uno dei sistemi sillabici di scrittura
giapponese]

7

かたづけ かたづけ￣ riordino 7

かたづけます 【かたづける2】 かたづけま￢す sistemare, mettere in ordine 7

がつ ～月 ――― suffisso per mese 1

がっき がっき￣ strumento musicale 14

がっきてん がっき￢てん mostra di strumenti musicali 14

がっこう 学校 がっこう￣ scuola 1

かつどう 活動 かつどう￣ attività 15

かてい かてい￣ famiglia 10ス

かなしい かなしい￣、かなし￢い triste 18

カナダ カ￢ナダ Canada 1

かならず (必ず) かならず￣
sempre, di regola, a ogni costo, assolutamente,
sicuramente

4ス

かなり か￢なり piuttosto, abbastanza 18

かに かに￣ granchio 3

かにサラダ かにサ￢ラダ insalata di granchio 4

かのじょ か￢のじょ lei, ragazza, fidanzata 10

かばん かばん￣ borsa 15

カフェ カ￢フェ caffè, bar, sala da tè 14

かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す mettersi 2

がまん(します) (【する3】) が￢まん pazienza/pazientare 11

かみ かみ￢ capello, capelli 2

かみ 紙 かみ￢ carta 10

かみさま か￢みさま dio 10

かゆい かゆ￢い prurito 4

カラー カ￢ラー colore 12

からい から￢い piccante 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 concorso di karaoke 7

ガラス ガラス￣ vetro 6

からだ 体 からだ￣ corpo 3

からて (空手) からて￣ karate [arte marziale giapponese] 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

dimostrazione di karate 8

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す farsi prestare, prendere in prestito 2

かるい 軽い かるい￣、かる￢い leggero 12

カレー カレー￣ curry 2

カレンダー カレ￢ンダー calendario 14

かわ 川 かわ￢ fiume 1

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Kawai, Sig.(ra) Kawai [cognome giapponese] 1

かわいい かわい￢い carino 2
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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, Sig.(ra) Kawakami [cognome
giapponese]

10

かわきます 【かわく1】 かわきま￢す avere sete, asciugarsi, seccarsi 4

かわの／かわのさん
か￢わの／
か￢わのさん

Kawano, Sig.(ra) Kawano [cognome giapponese] 9

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す cambiare 16

かんがえ 考え かんが￢え idea 16ス

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す pensare, riflettere 11

かんこう(します) (【する3】) 観光(します) かんこう￣ (fare una) gita turistica 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 luogo turistico 5

かんこく 韓国 か￢んこく Corea 2

かんじ 漢字 かんじ￣
kanji [ideogrammi cinesi usati nella lingua
giapponese]

7

かんそう かんそう￣ impressione, opinione 6

かんだ 神田 かんだ￣ Kanda [quartiere di Tokyo] 1ス

かんたん(な) かんたん￣ facile 2

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣ (fare un) brindisi 4

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す fare del proprio meglio 1

かんむてんのう 桓武天皇 か￢んむてんのう Imperatore Kanmu 13

き 木／樹 き￢ albero 1

き 気 き￣ sentimento 5

きに いります 気に いります きに いりま￢す trovare ～ di proprio gusto 6

きに します 気に します きに しま￢す preoccuparsi 11

きを つけます 気を つけます きを つけま￢す fare attenzione 5

き(そうじき) ～機(そうじ機) ―――
suffisso per indicare macchinari o
elettrodomestico

11

きいろ きいろ￣ giallo 16

ぎおんまつり 祇園祭 ぎおんま￢つり Gion Matsuri [una festa famosa di Kyoto] 13

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す ascoltare 1

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す chiedere 7

きこく(します) (【する3】) 帰国(します) きこく￣ (far) ritorno in patria 9

きせつ き￢せつ stagione 3

きのう きの￢う、きのう￣ ieri 3

きのう 機能 き￢のう funzione 12

きびしい(きびしく) きびし￢い(きび￢しく) severo 2

きます 【きる2】 着ます きま￢す indossare 2

きます 【くる3】 来ます きま￢す venire 2

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す decidere 4

きもち (気持ち) きもち￣ sentimento, stato d'animo, sensazione 5

きもちが いい (気持ちが いい) きもちが い￢い sentirsi bene, piacevole 5

きもの (着物) きもの￣ kimono 14

きゃく 客 きゃく￣ cliente 3

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Kiyama, Sig.(ra). Kiyama [cognome giapponese] 9

キャンプ キャ￢ンプ campeggio 6

きゅう(な) (急(な)) きゅう￣ improvviso 7

きゅうけい きゅうけい￣ pausa 7

ぎゅうしゃ 牛車 ぎゅ￢うしゃ carro trainato da buoi 6

ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ carne bovina 3

きゅうりょう きゅ￢うりょう stipendio, salario 10

きょう 今日 きょ￢う oggi 2

きょうことば 京ことば きょうこ￢とば dialetto di Kyoto 13

きょうしつ (教室) きょうしつ￣ aula 7

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい fratelli e sorelle 1

きょうと 京都 きょ￢うと Kyoto [città del Giappone] 13

きょうみ きょ￢うみ interesse 7

きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す interessarsi 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 nutrire interesse per 17

きょねん 去年 きょ￢ねん l'anno scorso 7

きります 【きる1】 きりま￢す tagliare 2

き
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きります(スイッチを) 【きる1】 きりま￢す spegnere 15

きれい(な) き￢れい bello, pulito 2

キロ／～キロ ～￢キロ chilometro, chilogrammo １2ス

きん 金 き￢ん oro 13

きん（きんようび） 金 き￢ん venerdì 8

きんいろ 金色 きんいろ￣ oro [colore] 13

きんかくじ／きんかく 金閣寺／金閣
き￢んかくじ／
き￢んかく

tempio del Padiglione d'oro 13

きんし 禁止 きんし￣ divieto 14

きんぱく 金ぱく きんぱく￣ foglia d'oro 13

きんメダル 金メダル きんメ￢ダル medaglia d'oro 17

クアラルンプール クアラルンプ￢ール Kuala Lumpur [città della Malaysia] 1

クイズ ク￢イズ quiz 4

くうき 空気 く￢うき aria 6

くうこう 空港 くうこう￣ aeroporto 5

クジラ クジラ￣ balena 6

クジラウォッチング クジラウォ￢ッチング whale watching, avvistamento cetacei 6

くだもの くだ￢もの frutta 3

くつ くつ￢ scarpe 2

くつした くつ￢した calzini 16

くに 国 くに￣、～くに￢ paese 1

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Kuno, Sig.(ra) Kuno [cognome giapponese] 4

クラス ク￢ラス classe 18

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す paragonare, confrontare 11

グラム／～グラム ～グ￢ラム grammo 3

グリーンカーテン グリーンカ￢ーテン giardino verticale 15

グリーンルーフ グリーンル￢ーフ giardino pensile 15

クリスマス クリス￢マス Natale 9

クリスマスコンサート クリスマスコ￢ンサート concerto di Natale 9

グループ グル￢ープ gruppo 7

くるま 車 くるま￣ automobile 3

グレー グレ￢ー grigio 12

クレジットカード クレジットカ￢ード carta di credito 11

くろ 黒 く￢ろ nero 12

くろう(します) (【する3】) く￢ろう (fare) fatica, stento/stentare 17

くわしい(くわしく) くわし￢い(くわ￢しく) dettagliato, con precisione 6

けいかく けいかく￣ progetto 13

けいかくてき(な) けいかく的(な) けいかくてき￣ pianificato, calcolato 13

けいけん けいけん￣ esperienza 11

げいじゅつか げいじゅつか￣ artista 17

けいたいでんわ けいたい電話 けいたいで￢んわ telefono cellulare 7

ケーキ ケ￢ーキ torta 1

ゲーム ゲ￢ーム videogioco 18ス

ゲームソフト ゲームソ￢フト software per videogiochi 16

けが けが￢ ferita 10

けしき け￢しき veduta, panorama 5

けします 【けす1】 けしま￢す spegnere 15

けつあつ けつあつ￣ pressione del sangue 4

けっか けっか￣ risultato 11

けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ matrimonio/sposarsi 10

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき cerimonia matrimoniale 10

げんき(な) 元気(な) げ￢んき attivo, vigoroso, essere in salute 1

けんこう(な) けんこう￣ in salute, sano 1

けんた／けんたさん 健太／健太さん
け￢んた／
け￢んたさん

Kenta, Sig. Kenta [nome giapponese] 1

けんめい 件名 けんめい￣ oggetto (di e-mail) 2

こ 子 こ￣ bambino 1

ご／～ご ～語 ～ご￣ suffisso per lingua 7

ご／～こ ～後 ～ご￢ suffisso per indicare "dopo" 12

ごうかく(します) (【する3】) 合格(します) ごうかく￣ superamento di/superare (un esame) 10

く

け

こ
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こうこう 高校 こうこう￣ scuola secondaria di secondo grado 17

こうこうせい 高校生 こうこ￢うせい studente di scuola secondaria di secondo grado 13ス

こうじょう こうじょ￢う fabbrica 17

こうたい こうたい￣ cambio, a turno 7

こうちゃ こうちゃ￣ tè nero 3

こうはい こうはい￣ collega, studente più giovane 18

コース コ￢ース corso 14

コーチ コ￢ーチ allenatore, istruttore 17

コート コ￢ート cappotto 2

コーヒー コーヒ￢ー caffè 3

コーラ コ￢ーラ coca cola 3

こおり こおり￣ ghiaccio 4

コーンスープ コーンス￢ープ zuppa di mais 3

ごかぞく(かぞく) ご家族(家族) ごか￢ぞく (sua/tua) famiglia [onorifico di "かぞく"] 13ス

ごきょうだい(きょうだい) (ご兄弟(兄弟)) ごきょ￢うだい
(suo/tuo) fratello, (sua/tua) sorella [onorifico di
"きょうだい"]

13ス

こくさい～ ――― internazionale 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 (contrarre un) matrimonio misto 4

ここ ここ￣ qui 3

ごご 午後 ご￢ご pomeriggio 7

ごしゅじん ごしゅ￢じん (suo/tuo) marito 2

ごしょ 御所 ご￢しょ Gosho [residenza imperiale] 13

こしょう こしょ￢う pepe 4

ごぜん 午前 ご￢ぜん di mattina, antimeridiano 7

ごぜんちゅう 午前中 ごぜんちゅう￣ in mattinata 16

こたえ こた￢え risposta 1

ごちゅうもん(ちゅうもん) ご注文(注文) ごちゅうもん￣ ordine [onorifico di "ちゅうもん" al ristorante] 3

こちら こちら￣ lui/lei [formale] 14ス

こっち こっち￢
qui/qua, da questa parte, in questa direzione
[informale di "こちら"]

12

コップ コップ￣ bicchiere 6

こと (事) こと￢ cosa 1

ことし 今年 ことし￣ quest'anno 1

ことば ことば￢ linguaggio, parole 17

こども 子ども こども￣ bambino 1

こどもたち 子どもたち こども￢たち bambini 2

この この￣ questo [aggettivo] 3

このあいだ このあいだ￣ recentemente, qualche tempo fa, l'altro giorno 2

ごはん ご飯 ご￢はん riso bianco, pasto 4

コピー コ￢ピー fotocopia 15

コピーき コピー機 コピ￢ーき fotocopiatrice 15

こまります 【こまる1】 こまりま￢す
essere in difficoltà, non sapere che fare, Che
guaio!

10

ごみ ごみ￢ immondizia 15

こみます 【こむ1】 こみま￢す essere affollato 5

コメント コメント￣ commento 11

これ これ￣ questo [pronome] 3

これから これから￣ d'ora in poi, adesso 3

～ごろ ～ご￢ろ più o meno, verso, circa 5

ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします poltrire 9

こわい こわ￢い paura 5

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す rompersi 11

こんかい 今回 こ￢んかい questa volta 13

こんげつ 今月 こんげつ￣ questo mese 14

コンサート コ￢ンサート concerto 8

こんしゅう 今週 こんしゅう￣ questa settimana 2

コンテスト コ￢ンテスト concorso, gara, competizione 7

こんど (今度) こ￢んど la prossima volta, questa volta, e poi 5

こんにちは こんにちは￢ Buongiorno., Salve. 2

こんばん こ￢んばん questa sera 8
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コンピューター コンピュ￢ーター computer 7

コンポスト コ￢ンポスト compost 15

サービス サ￢ービス servizio 14

さい ～￢さい suffisso contatore per anni [età] 1

さいきん さいきん￣ recentemente 1

さいこう さいこう￣ il migliore, straordinario 6

サイズ サ￢イズ misura, taglia 12

さいたま (埼玉) さ￢いたま Saitama [città del Giappone] 1

さいたまし さいたま市 さいたま￢し città di Saitama [città del Giappone] 10

サイト サイト￣ sito web 14

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Saitoo, Sig.(ra) Saitoo [cognome giapponese] 1

さがします 【さがす1】 さがしま￢す cercare 7

さかな 魚 さかな￣ pesce 3

さかもとりょうま 坂本龍馬 さかもとりょ￢うま Sakamoto Ryooma [personaggio storico] 14

さきます 【さく1】 さきま￢す fiorire 13

さくねん 昨年 さくねん￣ l'anno scorso [formale di "きょねん"] 9

さくぶん (作文) さくぶん￣ composizione, tema 18

さくら さくら￣ ciliegio, fiore di ciliegio 13ス

さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す abbassare 15

さしみ さしみ￢ sashimi, fette di pesce crudo 3

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す invitare 18

さつえい さつえい￣ ripresa, servizio fotografico 7

さっか 作家 さっか￣ scrittore, autore 1

サッカー サ￢ッカー calcio 17

さっき さ￢っき poco fa 3

ざっし ざっし￣ rivista 1

さとう さと￢う zucchero 4

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Satoo, Sig.(ra) Satoo [cognome giapponese] 2

さま／～さま ――― suffisso per nome [onorifico di "さん"] 7

さむい 寒い さむ￢い freddo 3

さら さら￣ piatto 12

サラダ サ￢ラダ insalata 3

さん／～さん ――― Sig., Sig.ra 1

さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ partecipazione/partecipare 5

さんかしゃ 参加者 さんか￢しゃ partecipante 8

ざんぎょう ざんぎょう￣ lavoro straordinario 18

サングラス サング￢ラス occhiali da sole 5

サンダル サンダル￣ sandali 5

ざんねん(な) ざんね￢ん peccato, dispiacere 4

し 市 し￢ città, comune 10

し／～し ～市 ――― città 10

じ／～じ ～時 ～￢じ suffisso per ora 7

しあわせ 幸せ しあわせ￣ felicità 10

しあわせ(な) 幸せ(な) しあわせ￣ felice 10

シーズン シ￢ーズン stagione 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 lettore CD 11

シーフード シーフ￢ード frutti di mare 3

シーフードサラダ シーフードサ￢ラダ insalata con frutti di mare 3

ジーンズ ジ￢ーンズ jeans 16

ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ j-pop [musica pop giapponese] 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 concerto di musica J-pop 8

しお 塩 しお￢ sale 4

しかい しかい￣ presentatore, conduttore 7

しかります 【しかる1】 しかりま￢す rimproverare 18

じかん 時間 じかん￣ tempo 5

じかん／～じかん ～時間 ～じ￢かん suffisso per ora [durata] 11

しき／～しき ～式 ――― suffisso per indicare cerimonia 10

しけん 試験 しけ￢ん esame, prova 9

し

さ
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じこ じ￢こ incidente 17

じこしょうかい 自己紹介 じこしょ￢うかい autopresentazione 1

しごと 仕事 しごと￣ lavoro 1

じしょ じ￢しょ dizionario 14

じしん じしん￣ sicurezza, fiducia in se stesso 7

じしん じしん￣ terremoto 10

しずか(な) 静か(な) し￢ずか silenzioso, tranquillo 1

しずか／しずかさん (静／静さん) し￢ずか／し￢ずかさん Shizuka, Sig.(ra) Shizuka [nome giapponese] 1

しぜん 自然 しぜん￣ natura 1

した 下 した￣(～のした￢) più piccolo, minore [età] 1

しちごさん 七五三 しちごさん￣
Shichi-go-san [un tradizionale rito di passaggio
per i bambini di 3, 5 e 7 anni]

10

じつぎょうか じつぎょうか￣ imprenditore, uomo d'affari 17

しつもん しつもん￣ domanda 1

しつれい(します) (【する3】) しつ￢れい scortesia/Mi scusi. Chiedo scusa. 16ス

じてんしゃ 自転車
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

bicicletta 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 bici taxi 6

じどうしゃ 自動車 じどうしゃ￣ macchina, automobile 1

しにます 【しぬ1】 しにま￢す morire 18

じぶん 自分 じぶん￣ sé 10

しま 島 しま￢ isola 5

します 【する3】 しま￢す fare 1

します(Aモデルに) 【する3】 しま￢す prendere, decidere 6

します(きれいに) 【する3】 しま￢す far diventare 11

ジム ジ￢ム palestra 3

じむしつ じむ￢しつ ufficio 7

しめます 【しめる2】 しめま￢す chiudere 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￣

Shimoyama, Sig.(ra) Shimoyama [cognome
giapponese]

10

じゃあ じゃ￢あ allora 3

しゃしん 写真 しゃしん￣ fotografia 2

シャワー シャ￢ワー doccia 15

しゅう 週 しゅ￢う settimana 14

じゅう／～じゅう ～中 ～じゅう￣ durante, dappertutto 6

しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん suffisso per settimana [durata] 9

しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ (ottenere un) impiego 18

ジュース ジュ￢ース succo 3

しゅうり(します) (【する3】) しゅ￢うり (fare una) riparazione 16

しゅくだい しゅくだい￣ compito per casa 1

しゅしょう しゅしょう￣ primo ministro 17

しゅっしん しゅっしん￣ origine 1

しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ trasferta di lavoro 16

しゅっぱつ(します) (【する3】) 出発(します) しゅっぱつ￣ partenza/partire 13

シュノーケリング シュノーケリング￣ snorkeling 5

しゅみ しゅ￢み hobby 1

じゅんび じゅ￢んび preparazione 7

しょう しょ￢う premio 17

しょうエネ 省エネ しょうエネ￣
risparmio energetico [abbreviazione di "省エネ
ルギー"]

12

しょうかい(します) (【する3】) 紹介(します) しょうかい￣ presentazione/presentare 13

しょうがつ 正月 しょうがつ￢ Capodanno 9

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう scuola elementare 18

しょうがつやすみ 正月休み しょうがつや￢すみ vacanze di Capodanno 9

しょうぐん しょうぐん￣ Shogun, generale 13

じょうず(な) 上手(な) じょうず￢ bravo, abile 2

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ romanzo 1

しょうひでんりょく 消費電力 しょうひで￢んりょく consumo di energia elettrica 12

しょうひん 商品 しょ￢うひん prodotto 11

しょうゆ しょうゆ￣ salsa di soia 4

しょうらい しょ￢うらい futuro 10ス
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ショー ショ￢ー show, spettacolo 6

しょくじ 食事 しょくじ￣ pasto 2

しょくせんき (食洗機) しょくせ￢んき lavastoviglia 11

じょし 女子 じょ￢し ragazza 10

じょせい 女性 じょせい￣ donna, femmina 6

しょっぱい しょっぱ￢い salato 4

ショッピング ショ￢ッピング compera, shopping 11

ショップ ショ￢ップ negozio 14

じょゆう じょゆう￣ attrice 17

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す avvisare, comunicare 14

しらべます 【しらべる2】 しらべま￢す ricercare 14

しります 【しる2】 知ります しりま￢す conoscere 2

しろ 白 し￢ろ bianco 12

しろ しろ￣ castello 13

じん／～じん ～人 ～￢じん suffisso per nazionalità [persone] 4

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ santuario shintoista 10

じんせい 人生 じ￢んせい vita 17

しんせき しんせき￣ parente 9

しんせつ(な) し￢んせつ gentile 5

しんせん(な) しんせん￣ fresco [qualità] 5

しんねん 新年 し￢んねん nuovo anno 9

しんぱい(します) (【する3】) しんぱい￣ preoccupazione/preoccupare 1

しんぱい(な) しんぱい￣ preoccupazione, paura 11

しんぶん (新聞) しんぶん￣ giornale 17

しんぶんし (新聞紙) しんぶ￢んし giornale, quotidiano 16

すいえい (水泳) すいえい￣ nuoto 17

すいぞくかん (水族館) すいぞく￢かん acquario 6

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ interruttore 15

すいます 【すう1】 すいま￢す respirare, inspirare, fumare 6

スーツ ス￢ーツ completo [vestiario] 2

スーツケース スーツケ￢ース valigia 16

スーパー ス￢ーパー supermercato 1

スープ ス￢ープ zuppa 3

スカート スカ￢ート gonna 2

スカーフ スカ￢ーフ foulard, sciarpa 16

すき(な) 好き(な) すき￢ preferito, amato 1

スキー スキ￢ー sci 1ス

すききらい 好ききらい すき￢きらい preferenze 3

すきます 【すく1】 すきま￢す vuotarsi, liberarsi 3

すぎます 【すぎる2】 すぎま￢す troppo 5

すぐ(に) す￢ぐ(に) subito 7

すくない 少ない すくな￢い poco 12

すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) tremendo, terribile, fantastico 4

すこし 少し すこ￢し un po', poco 2

すごします 【すごす1】 すごしま￢す trascorrere 9

すずき／すずきさん
すずき￣／
すずきさん￣

Suzuki, Sig.(ra) Suzuki [cognome giapponese] 2

すずしい すずし￢い fresco [clima] 5

スタッフ スタ￢ッフ personale 6

ずっと ずっと￣ sempre, tutto il tempo 9

すっぱい すっぱ￢い aspro 4

ステーキ ステ￢ーキ bistecca 3

すてき(な) すてき￣ splendido, incantevole 10

すてます 【すてる2】 すてま￢す buttare via, abbandonare 15

すばらしい すばらし￢い meraviglioso, spettacolare 6

スピーチ スピ￢ーチ discorso 18

スペイン スペ￢イン Spagna 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 vivere, abitare 1

すみません すみませ￢ん Mi scusi. 3

す
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すもう すもう￣ sumo [sport tradizionale giapponese] 14

すわります 【すわる1】 すわりま￢す sedersi 2

せ せ￢ altezza 2

せいかつ 生活 せいかつ￣ vita (quotidiana) 13

せいき／～せいき ～世紀 ～せ￢いき suffisso per indicare secolo 13

ぜいきん 税金 ぜいきん￣ tassa 12

ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ tasse incluse 12

せいじか せいじか￣ politico 17

せいじん 成人 せいじん￣ adulto 10

せいじんしき 成人式 せいじ￢んしき cerimonia per il compimento della maggior età 10

せいじんのひ 成人の日 せいじんのひ￢ Festa dei maggiorenni 10

せいちょう 成長 せいちょう￣ crescita 10

せいひん 製品 せいひん￣ prodotto 12

セーター セ￢ーター maglione 2

せかい 世界 せ￢かい mondo 13

せかいいさん 世界いさん せかいい￢さん Patrimonio Mondiale 13

せかいじゅう 世界中 せかいじゅう￣ tutto il mondo 13

ぜったい ぜったい￣ assolutamente, sicuramente 10

せつめい(します) (【する3】) 説明(します) せつめい￣ spiegazione/spiegare 5

せつめいかい (説明会) せつめ￢いかい riunone informativa 7

ぜひ ぜ￢ひ assolutamente, ad ogni costo 14

せまい せま￢い stretto, piccolo 12

セミナー セ￢ミナー seminario 14

せんげつ 先月 せ￢んげつ il mese scorso 1

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ atleta 17

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ la settimana scorsa 1

せんせい 先生 せんせ￢い insegnante, maestro, professore 2

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ per niente 11

ぜんたい (全体) ぜんたい￣ totale 11

せんたくき せんたく機 せんたく￢き lavatrice 11

せんぱい せんぱい￣ collega, studente più grande 18

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ tutto 4

せんぷうき せんぷう機 せんぷ￢うき ventilatore 11

せんもん せんもん￣ specializzazione 17

そう そ￢う、そう￣ sì 1

そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ (fare) pulizie 9

そうじき そうじ機 そうじ￢き aspirapolvere 11

そうりょう 送料 そ￢うりょう spese di spedizione 12

ソウル ソ￢ウル Seoul [città della Corea del sud] 9

ソース ソ￢ース salsa 3

ソーラーパネル ソーラーパ￢ネル pannello solare 15

そして そして￣ quindi, e 2

そつぎょう(します) (【する3】) 卒業(します) そつぎょう￣ diplomarsi, laurearsi 17

そっち そっち￢
lì/là, da quella parte, in quella direzione [indica
la direzione vicina a chi ascolta]

12

そと 外 そ￢と esterno, fuori 5

その その￣
quello [indica ciò che è vicino a chi ascolta,
aggettivo]

2

そのまま そのまま￣ direttamente, così com'è 4

そば そ￢ば
soba, vermicelli giapponesi [fatti con farina di
grano saraceno]

4

ソファ ソ￢ファ sofà, divano 1

それ それ￣ quello, ciò, lo [pronome relativo] 5

それから それから￣ dopo, e poi 4

それで それで￣ e, e poi 14

それなら それな￢ら in questo caso, quando è così 6

そんな そんな￣ tale 2

だい／～だい ――― suffisso contatore per automobile e macchinari 14ス

だいがく 大学 だいがく￣ università 9

だいがくいん だいがく￢いん scuola di specializzazione postlaurea 17

だいがくせい 大学生 だいがく￢せい studente universitario 10

せ

そ

た
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たいき／たいきさん 大樹／大樹さん た￢いき／た￢いきさん Taiki, Sig. Taiki [nome giapponese] 1

たいくつ(な) たいくつ￣ noioso 9

たいけん 体験 たいけん￣ esperienza 6

たいけんツアー 体験ツアー たいけんツ￢アー tour esperenziale 6

たいこ たいこ￣ taiko, tamburo 8

たいこきょうしつ (たいこ教室) たいこきょ￢うしつ lezione di tamburo giapponese 8

だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ ok, va bene, tutto a posto 3

だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき preferito, amato, adorato 4

たいせつ(な) たいせつ￣ importante 1

だいとうりょう だいと￢うりょう Presidente (di un paese) 17

だいどころ だいどころ￣ cucina 15

ダイナミック(な) ダイナミ￢ック dinamico 6

だいにんき 大人気 だいに￢んき molto popolare, grande successo 8

ダイビング ダ￢イビング immersione 5

ダイビングツアー ダイビングツ￢アー viaggio sub 5

たいふう たいふ￢う tifone 5

たいへん (大変) たいへん￣ molto 9

たいへん(な) (大変(な)) たいへん￣ Accidenti!, faticoso, duro 5

タオル タ￢オル asciugamano 16

たかい 高い たか￢い alto 2

たかい 高い たか￢い caro, costoso 11

だから だ￢から perciò 10

たくさん たくさん￣ molto 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 Takeshi, Sig. Takeshi [nome giapponese] 18

たしか た￢しか forse, probabilmente, se ricordo bene 17

だします 【だす1】 出します だしま￢す dare, esporre, affiggere 10

たち／～たち ～たち ――― suffisso per indicare persone plurale 2

たちます 【たつ1】 たちま￢す alzarsi 2

たてます(おとを) 【たてる2】 たてま￢す emmettere/fare (rumore) 4

たてます(たてものを) 【たてる2】 たてま￢す costruire 13

たてもの たて￢もの edificio 13

たとえば たと￢えば per esempio 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, Sig.(ra) Tanaka [cognome giapponese] 1

たなばた たなばた￣
Tanabata [festa delle stelle basata sulla
leggenda cinese delle stelle Altair e Vega]

10

たのしい 楽しい たのし￢い divertente 1

たのしみ 楽しみ たのし￢み piacere, non veder l'ora 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 non veder l'ora, attendere con gioia １3ス

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す godere, apprezzare 6

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す chiedere (un favore) 18

たぶん た￢ぶん forse 12

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す mangiare 2

たべもの 食べ物 たべ￢もの cibo 3

たまご 卵 たま￢ご uovo 3

ため ため￢ per, dedicato a 10

だめ(な) だめ￢ no, non buono, impossibile 3

たやま／たやまさん (田山／田山さん)
た￢やま／
た￢やまさん

Tayama, Sig.(ra) Tayama [cognome giapponese] 17

だれ だ￢れ chi 13

たんざく たんざく￣
tanzaku [striscia di carta su cui scrivere
desideri per la festa delle stelle, Tanabata]

10

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび compleanno 10

ダンス ダ￢ンス danza 1

だんせい 男性 だんせい￣ uomo, maschio 6

ちいさい 小さい ちいさ￢い piccolo 3

チーズ チ￢ーズ formaggio 4

チーム チ￢ーム squadra 18ス

チェック チェ￢ック controllo 8

チェックイン チェックイ￢ン check-in 5

ち
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チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター banco check-in 5

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す diverso 2

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く vicino (a), nelle vicinanze 1

チキン チ￢キン pollo 3

チケット チ￢ケット biglietto 9

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (mio) padre 2

ちほう 地方 ち￢ほう、ちほ￢う regione 3

ちゃわん 茶わん ちゃわん￣ tazza da tè, ciotola 4

ちゃん／～ちゃん ―――

suffisso per nome [usato per chiamare
un'amica, bambini, membro della propria famiglia
oppure oggetti verso i quali si nutre  familiarità
o affetto]

1ス

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ suffisso per "durante, in fase di, mentre" 4

ちゅうい(します) (【する3】) ちゅ￢うい (fare un') osservazione 15

ちゅうがくせい 中学生 ちゅうがく￢せい studente di scuola secondaria di primo grado 13

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく Cina 4

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ cinese [lingua] 17

ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん cinese [persona] 4ス

ちゅうし(します) (【する3】) 中止(します) ちゅうし￣ sospensione/sospendere, cessazione/cessare 7

ちゅうしん 中心 ちゅうしん￣ centro 13

ちゅうもん(します) (【する3】) 注文(します) ちゅうもん￣ (fare un) ordine [ristorante] 3

ちょうさ ちょ￢うさ ricerca, indagine 11

ちょうし 調子 ちょうし￣ condizione 11

ちょうど ちょうど￣ esattamente, giusto 16

ちょうど いい ちょうど い￢い appropriato, adeguato 16

ちょっと ちょ￢っと un po', poco [informale di "すこし"] 2

ツアー ツ￢アー viaggio organizzato, tournèe 5

ツアーがいしゃ ツアー会社 ツアーが￢いしゃ agenzia turistica 5

つうやく つ￢うやく interprete 7

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す utilizzare 4

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す sentirsi stanco, stancarsi 3

つき 月 つき￢ mese 14

つぎ つぎ￢ prossimo 1

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す arrivare 5

つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す accendersi 11

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す cucinare, preparare 4

つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す intingere (salsa) 4

つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す accendere 7

つごう つごう￣ circostanze, convenienza 7

つま 妻 つ￢ま (mia) moglie 4

つまらない つまら￢ない insignificante, noioso 8

つめたい 冷たい つめたい￣、つめた￢い fresco, freddo [temperatura] 3

つゆ つゆ￣ stagione delle piogge 5

つよい つよ￢い forte 1

つり つり￣ pesca [pescare] 6

つれていきます 【つれていく1】 つれていきま￢す portare con 5

つれます 【つれる2】 つれま￢す accompagnare, portare 13

て 手 て￢ mano 3

であいます 【であう1】 (出会います) であいま￢す incontrare, imbattersi 10

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ maglietta 5

テーブル テーブル￣ tavolo 7

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す uscire fuori 9

てがみ (手紙) てがみ￣ lettera 14ス

てき／～てき ～的 ～てき￣ suffisso per formare NA-aggettivo 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 fare/stringere (amicizia) 2

できます（じゅんびが） 【できる2】 できま￢す completato, fatto 8

できます 【できる2】 できま￢す riuscire, saper fare 6

できるだけ できるだけ￣ il più possibile 15

できれば でき￢れば se è possibile 5

つ

て
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でぐち 出口 で￢ぐち uscita 14

デザート デザ￢ート dessert 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 biblioteca digitale 14

テスト テ￢スト esame 18

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す aiutare, dare una mano 1

では で￢は allora 14ス

てぶくろ (手ぶくろ) てぶ￢くろ guanti 16

でます 【でる2】 出ます でま￢す uscire, fuoriuscire 4

でも で￢も ma 1

デモンストレーション デモンストレ￢ーション dimostrazione 8

てら 寺 てら￢ tempio 13

デリー デ￢リー Delhi [città dell'India] 1

テリヤキチキン テリヤキチ￢キン pollo teriyaki 3

テリヤキビーフ テリヤキビ￢ーフ manzo teriyaki 3

テレビ テ￢レビ televisione 17

てん／～てん ～￢てん suffisso per esposizione, mostra 14

てん／～てん ～点 ～て￢ん suffisso per punteggio, voto 15

てんいん 店員 てんいん￣ commesso 11

てんき 天気 て￢んき meteo 1

でんき 電気 で￢んき luce, elettricità 11

でんきじどうしゃ 電気自動車 でんきじど￢うしゃ macchina elettrica 15

でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん prodotto elettrico 11

でんしじしょ (電子じしょ) でんしじ￢しょ dizionario elettronico 1

てんじひん てんじひん￣ oggetto esposto 14

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ treno 5

でんしレンジ 電子レンジ でんしレ￢ンジ forno a microonde 11

てんのう 天皇 てんの￢う imperatore giapponese 13

てんぷら てんぷら￣ tempura [frittura giapponese] 3ス

でんりょく 電力 で￢んりょく energia elettrica 12

でんわ 電話 でんわ￣ telefono 7

ど／～ど ～度 ～￢ど grado [temperatura] 15

ドア ド￢ア porta 8

ドイツ ド￢イツ Germania 9

トイレ ト￢イレ toilette, bagno 7

トイレットペーパー トイレットペ￢ーパー carta igienica 16

どう ど￢う come 2

とうがらし とうが￢らし peperoncino 4

とうきょう 東京 とうきょう￣ Tokyo [città del Giappone] 9

どうぐ 道具 どうぐ￢ attrezzo 5

どうして ど￢うして perché 18

どうぞ ど￢うぞ prego 4

とうふ とうふ￢、とうふ￣ toofu [cagliata di fagioli di soia] 3

とうふステーキ とうふステ￢ーキ bistecca di toofu 4

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ animale 6

どうやって ど￢うやって come [per chiedere un modo] 4

とうろく(します) (【する3】) とうろく￣ (fare una) registrazione 13

とおい とおい￣、とお￢い lontano 18

とおか １０日／十日 とおか￣ il 10 del mese 14

とおく とおく￢ luogo lontano 18

とおり 通り とおり￢ strada, via 13

とき (時) とき￢ quando 1

ときどき ときどき￢ qualche volta, talvolta 2

とくい(な) とく￢い bravo 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

Tokugawa Shoogun [noto generale/shogun della
storia del Giappone]

13

どくしょ 読書 ど￢くしょ lettura 1

とくちょう 特徴 とくちょう￣ caratteristica, particolarità 12

とくに (特に) と￢くに specialmente, soprattutto 2

とくべつ(な) 特別(な) とくべつ￣ speciale 9

と
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どこ ど￢こ dove 1

ところ (所) ところ￢ posto 1

とし 年 とし￢ anno 9

とし 年 とし￢ età 18

としょかん としょ￢かん biblioteca 14

どちら ど￢ちら dove, quale [formale di "どこ", "どれ"] 12

どっち ど￢っち quale [tra due, informale di "どちら"] 12

とても／とっても とても￣／とっても￣ molto 2

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す arrivare 11

となり となり￣ vicino, accanto, attiguo 7

どの ど￢の quale [tra tre e più] 2

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

quanto tempo 11

ともだち 友だち ともだち￣ amico 1

どようび 土よう日 どよ￢うび sabato 2

ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ (fare) gita in auto, giro in auto 5

とりだします 【とりだす1】 とりだしま￢す tirare fuori, prendere 12

とりにく とり肉 とりにく￣ carne di pollo 3

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

とります 【とる1】 とりま￢す togliere, prendere 4

とります(としを) 【とる1】 とりま￢す invecchiare, avanzare (negli anni) 18

どろ どろ￢ fango 1

どんな ど￢んな che tipo di 1

なか 中 な￢か in, dentro 5

ながい(ながく) 長い(長く) なが￢い(な￢がく) lungo 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 longevità/vivere a lungo, essere longevo 10

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ verso la metà di 13

ながします 【ながす1】 ながしま￢す far scorrere, gettare [liquido] 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￣

Nakada, Sig.(ra) Nakada [cognome giapponese] 10

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Nakamura, Sig.(ra) Nakamaura [cognome
giapponese]

2

なきます 【なく1】 なきま￢す piangere 2

なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す scomparire, mancare 17

なつ 夏 なつ￢ estate 5

なつやすみ 夏休み なつや￢すみ vacanze estive 5

なに／なん 何 な￢に／な￢ん
cosa [per indicare uno da un numero
indeterminato di elementi]

1

なにか 何か な￢にか qualcosa 3

なにも 何も なにも￣ niente 3

なのか ７日／七日 なのか￣ il 7 del mese 9

なま 生 な￢ま crudo 3

なまえ 名前 なまえ￣ nome 1

なまたまご 生卵 なまた￢まご uovo crudo 4

なまやさい 生野菜 なまや￢さい verdura fresca 3

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す imparare, ricevere un insegnamento 1

なります  【なる1】 なりま￢す diventare 1

なるほど なるほど￣ Eh già!, Davvero!, Ah, ho capito! 15

にがて(な) 苦手(な) にがて￣ essere il punto debole 1

にぎやか(な) にぎ￢やか frequentato, popoloso, animato 13

にく 肉 にく￢ carne 3

にくりょうり 肉料理 にくりょ￢うり piatto di carne 3

にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう castello Nijoo 13

にち（にちようび） 日 に￢ち domenica 8

にち(じゅうごにち) ～日(15日) ――― suffisso per giorno 9

にちかん／～にちかん／かかん／
～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

suffisso per indicare una durata di giorno/giorni 7

にちじ 日時 に￢ちじ data e ora 8

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Giappone 4

にほんご 日本語 にほんご￣ giapponese [lingua] 7

にほんじゅう 日本中 にほんじゅう￣ in tutto il Giappone 10

な

に
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にほんじん 日本人 にほんじ￢ん giapponese [persona] 4

にほんせい 日本製 にほんせい￣ made in Japan 12

にほんてき(な) 日本的(な) にほんてき￣ dallo stile giapponese 13

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり festival giapponese 7

にます 【にる2】 にま￢す somigliare 2

にもつ に￢もつ valigia 13

ニューイヤーパーティー
ニューイヤーパ￢ー
ティー

festa di Capodanno 9

にゅうがく(します) (【する3】) 入学(します) にゅうがく￣ entrare in una scuola 10

にゅうがくしけん 入学試験 にゅうがくしけ￢ん esame d'ammissione 10

にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう tariffa d'ingresso 8

ニュース ニュ￢ース notizia, ultime notizie 17

にわ にわ￣ giardino 13

にん／～にん ～人 ――― suffisso contatore per persone 1

にんき 人気 にんき￣ popolarità 3

にんぎょう にんぎょう￣ bambola 16

ぬ ぬります 【ぬる1】 ぬりま￢す spalmare 4

ねがいごと 願い事 ねがいごと￣ desiderio [rivolto soprattutto alle divinità] 10

ねがいます 【ねがう1】 願います ねがいま￢す desiderare, augurare 10

ネクタイ ネ￢クタイ cravatta 2

ねだん ねだん￣ prezzo 11

ネックレス ネ￢ックレス collana 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 shopping online 11

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す andare a letto, dormire 11

ねむい ねむい￣、ねむ￢い avere sonno, assonnato 18

ねん 年 ね￢ん anno 12

ねん／～ねん ～年 ――― suffisso per anno 11

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん suffisso per anno [durata] 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 pass annuale 14

ねんし 年始 ね￢んし inizio dell'anno 9

ねんまつ 年末 ねんまつ￣ fine dell'anno 9

ねんまつねんし 年末年始 ねんまつね￢んし fine e inizio d'anno 9

のこします 【のこす1】 のこしま￢す lasciare 4

のせます 【のせる2】 のせま￢す mettere sopra 4

のぞみ／のぞみちゃん
のぞみ￣／
のぞみちゃん￣

Nozomi, Sig.ra Nozomi [nome giapponese] 1ス

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Noda, Sig.(ra) Noda [cognome giapponese] 1

のど の￢ど gola 4

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す bere 2

のみもの 飲み物 のみ￢もの bevanda 3

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

Norika, Sig.ra Norika [nome giapponese] 7

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す salire (sui mezzi) 5

のんびり のんび￢り quieto, tranquillo 6

パーセント／～パーセント ～パーセ￢ント suffisso per percentuale 11

パーティー パ￢ーティー festa 1

はい は￢い sì 3

バイク バ￢イク motocicletta 5

はいゆう はいゆう￣ attore 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 entrare 4

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン baumkuchen [dolce tedesco] 1

はきます 【はく1】 はきま￢す indossare (le scarpe, le calze, i pantaloni) 2

はくぶつかん 博物館 はくぶつ￢かん museo 14

はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す trasportare, portare 13

はし は￢し bacchette, bastoncini 15

はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す iniziare, cominciare 7

はじめ 始め はじめ￣ inizio 5

はじめごろ 始めごろ はじめご￢ろ verso l'inizio 13

の

は

ね

18/24 ©2017 The Japan Foundation



 2020/8/19

ことば かんじ アクセント イタリアご か

はじめて はじ￢めて per la prima volta 2

はじめまして はじめま￢して Piacere! 1

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す iniziare, cominciare 4

ばしょ 場所 ばしょ￣ luogo 6

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す correre 5ス

バス バ￢ス autobus 5

はずかしい はずかし￢い sentire vergona 18

パスタ パ￢スタ pasta 4

バター バ￢ター burro 4

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

バッグ バ￢ッグ borsa 15

はな 花 はな￢ fiore 2

はな はな￣ naso 2

はなし 話 はなし￢ discorso 1

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す parlare 1

はは 母 は￢は (mia) madre 2

ははは ――― ah ah ah [risata] 4

はやい(はやく) 早い(早く) はや￢い(は￢やく) presto, subito 5

バラ バラ￣ rosa [pianta] 18

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す pagare 16

パリ パ￢リ Parigi [città della Francia] 4

はりがみ はりがみ￣ affisso, manifesto, cartellone 7

はります 【はる1】 はりま￢す affiggere 14

はる 春 は￢る primavera 13

はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す (il tempo) si rasserena 6

はん／～はん ～半 ～は￢ん suffisso per "mezz'ora" 7

ばん ばん￣ sera 10

パン パ￢ン pane 4

バンガロール バンガロ￢ール Bangalore [città dell'India] 1

パンフレット パ￢ンフレット opuscolo, volantino 14

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ suffisso contatore di ordine "-esimo" 1

ひ 日 ひ￢、ひ￣ giorno 1

ピアノ ピアノ￣ pianoforte 17

ビーチ ビ￢ーチ spiaggia 5

ビーフ ビ￢ーフ carne bovina [equivalente di "ぎゅうにく"] 3

ビーフステーキ ビーフステ￢ーキ bistecca di carne bovina 3

ピーマン ピ￢ーマン peperone 1

ビール ビ￢ール birra 4

ひきます 【ひく1】 ひきま￢す suonare (strumenti a corda) 17

ひくい 低い ひく￢い basso 2

ピクニック ピ￢クニック picnic 6

ひこうき ひこ￢うき aereo, aeroplano 5

ピザ ピ￢ザ pizza 4

ひさしぶり ひさしぶり￣ Da quanto tempo! 9

ビジネス ビ￢ジネス affare, business, economia 17

びじゅつかん びじゅつ￢かん museo/galleria d'arte 14

ひだりて 左手 ひだりて￣ mano sinistra 4

びっくり びっく￢り sorpreso 12

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします stupirsi, rimanere sorpreso 17

ひっし(な) ひっし￣ disperato 10

ひつよう(な) 必要(な) ひつよう￣ necessario 7

ビデオカメラ ビデオカ￢メラ videocamera 7

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ persona 1

ひどい ひど￢い terribile 18ス

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ uno [contatore per un oggetto] 3

ひとばんじゅう ひとばんじゅう￣ tutta la notte 8

ひとり １人／一人 ひと￢り una persona 2

ひま(な) ひま￣ libero, non occupato 7

ひみつ ひみつ￣ segreto 10

びょうき 病気 びょうき￣ malattia 1

ひ
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ひらがな ひらが￢な
hiragana [uno dei sistemi sillabici di scrittura
giapponese]

14ス

ひる 昼 ひる￢ giorno 5

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん pranzo 3

ひろい 広い ひろ￢い vasto, spazioso, ampio 6

ひろいます 【ひろう1】 ひろいま￢す raccogliere 16

ひろば 広場 ひ￢ろば piazza 7

ふく 服 ふく￢ vestito 5

ふくおか 福岡 ふく￢おか Fukuoka [città del Giappone] 9

ふくざつ(な) ふくざつ￣ complicato 12

ふくろ ふくろ￢ sacco, busta 15

ぶし ぶ￢し guerriero 14

ふじい／ふじいさん 藤井／藤井さん ふじい￣／ふじいさん￣ Fujii, Sig.(ra) Fujii [cognome giapponese] 7

ふた ふた￣ coperchio 11

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ due [contatore per due oggetti] 3

ぶたにく ぶた肉 ぶたにく￣ carne suina 3

ふたり ２人／二人 ふたり￢ due persone 1

ふだん ふ￢だん di solito 5

ふつか ２日／二日 ふつか￣ il 2 del mese 7

ぶっきょう 仏教 ぶ￢っきょう Buddhismo 13

ふね 船 ふ￢ね nave 5

ふべん(な) 不便(な) ふ￢べん scomodo 7

ふゆ 冬 ふゆ￢ inverno 15

ふゆやすみ 冬休み ふゆや￢すみ vacanza invernale 9

フライ フライ￣ frittura 3

ブラウス ブラ￢ウス camicetta 16

フランス フランス￣ Francia 4

フリーマーケット フリーマ￢ーケット mercato delle pulci 16

ふります 【ふる1】 ふりま￢す piovere, nevicare 5

プリンター プリンター￣ stampante 15

ふるい 古い ふる￢い antico, vecchio 6

ふるさと ふる￢さと paese natio 10

フルーツ フル￢ーツ frutta 3

プレゼント プレ￢ゼント regalo 9

ブログ ブログ￣ blog 14

プログラム プログ￢ラム programma 7

プロポーズ(します) (【する3】) プロポ￢ーズ (fare una) proposta di matrimonio 10

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん suffisso per minuto 6

ふんいき ふんい￢き atmosfera 13

ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura 6

ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい beni culturali 14

ぶんかセンター 文化センター ぶんかセ￢ンター centro culturale 8

ぶんかむら 文化むら ぶんかむら￣
villaggio culturale [ricostruzione storica a
grandezza naturale]

6

へえ ――― Eh?, Wow 3

ベジタリアン ベジタ￢リアン vegetariano 3

ペットボトル ペットボ￢トル bottiglia di plastica 16

へや へや￢ stanza 1

へらします 【へらす1】 へらしま￢す diminuire, ridurre 15

ヘルシー(な) ヘ￢ルシー salutare, sano 6

ペン ペ￢ン penna 8

べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ studio/studiare 1

べんり(な) 便利(な) べ￢んり comodo 6

ほう 方 ほ￢う parte [indica una cosa rispetto a un'altra] 12

ぼうえき ぼうえき￣ commercio estero 17

ぼうえきがいしゃ ぼうえき会社 ぼうえきが￢いしゃ
importatori e esportatori, azienda per il
commercio con l'estero

17

ぼうし ぼうし￣ cappello 2

ポーク ポ￢ーク carne suina [equivalente di "ぶたにく"] 3

ホープ ホ￢ープ speranza [parola inglese "hope"] 1

ホール ホ￢ール sala 7

ふ

へ

ほ
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ほか ほか￣ altro 1

ぼく ぼ￢く io [pronome maschile per indicare sé stesso] 10ス

ほし ほし￣ stella 10

ほしい ほし￢い desiderato, desidero 1

ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ reclutamento 7

ポスター ポ￢スター manifesto 14

ほっ ――― [sospiro di sollievo] 5

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう
Hokkaido [isola settentrionale delle quattro
maggiori dell'arcipelago giapponese]

9

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す provare sollievo 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 lodare 18

ほら ――― Guarda! 2

ボランティア ボラ￢ンティア volontario 7

ボランティアスタッフ ボランティアスタ￢ッフ staff volontario 7

ほん 本 ほ￢ん libro 1

ほん／ぼん／ぽん ～本 ――― suffisso contatore per oggetti lunghi e stretti 3

ぼんおどり ぼんお￢どり
Bon odori [danza folclorica per la festa dei
morti]

7

ほんとう ほんとう￣ vero, veramente 17

ほんとうに ほんとうに￣ veramente 9

ほんや 本屋 ほ￢んや libreria 1

まあ ま￢あ Penso di sì., Ebbene sì., uhm 1ス

まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ così così 6

まい／～まい ――― suffisso contatore per oggetti piatti e fini 14ス

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ ogni mattina 3

マイク マ￢イク microfono 8

まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ ogni settimana 10

まいつき 毎月 まいつき￣ ogni mese 14

まいとし 毎年 まいとし￣ ogni anno 9

まいにち 毎日 ま￢いにち ogni giorno 3

まえ 前 ま￢え davanti 2

まご まご￢ (mio/mia) nipote, figlio/a di figlio/a 2

まこと／まことさん 誠／誠さん まこと￣／まことさん￣ Makoto, Sig.(ra) Makoto [nome giapponese] 1

まじめ(な) まじめ￣ serio, sincero 1

まず ま￢ず innanzitutto 4

まずしい まずし￢い povero 17

また また￢ ancora, di nuovo 2

まだ ま￢だ non ancora 4

まち 町 まち￢ città 1

まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ appuntamento per vedersi 18

まちじゅう 町中 まちじゅう￣ in tutta la città 13

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す aspettare 4

まっすぐ(な) まっす￢ぐ dritto 13

まっちゃ (まっ茶) まっちゃ￣ tè verde in polvere 14

まつり 祭り(祭) まつり￣ festa, festival 7

まど ま￢ど finestra 15

マナー マ￢ナー buone maniere 4

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perdersi 18

マヨトースト マヨト￢ースト toast con maionese 4

マヨネーズ(マヨ) マヨネ￢ーズ(マ￢ヨ) maionese 4

マヨラー マヨラー￣ amante della maionese 4

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Mari, Sig.ra Mari [nome giapponese] 10

まるい まるい￣、まる￢い rotondo 6

マレーシア マレ￢ーシア Malaysia 17

マレーシアご マレーシア語 マレーシアご￣ malese [lingua] 17

マンガ マンガ￣ manga, fumetti 1

マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ lezione di manga 7

まんぞく(します) (【する3】) 満足(します) ま￢んぞく soddisfazione/essere soddisfatto di 12

ま
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みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す si vede 5

みぎ 右 みぎ￣ destra 4ス

みぎて 右手 みぎて￣ mano destra 4ス

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

みず 水 みず￣ acqua 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￣

Mizushima, Sig.(ra) Mizushima [cognome
giapponese]

16

みずの／みずのさん (水野／水野さん)
み￢ずの／
み￢ずのさん

Mizuno, Sig.(ra) Mizuno [cognome giapponese] 17

みせ 店 みせ￢ negozio 1

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す mostrare 9

みそしる みそし￢る zuppa di miso 4

みち 道 みち￣ strada 5

みっか ３日／三日 みっか￣ il 3 del mese 7

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ tre [contatore per tre oggetti] 3

みどり み￢どり verde 1ス

みなさん みな￢さん tutti 4

みなみ 南 みなみ￣ sud 17

みます 【みる2】 見ます みま￢す vedere, guardare 1

ミュージアム ミュ￢ージアム museo 14

ミュージアムショップ ミュージアムショ￢ップ museum shop 14

ミルク ミ￢ルク latte 4

みんな みんな￢ tutti [informale di "みなさん"] 4

むいか ６日／六日 むいか￣ il 6 del mese 9

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す salutare (il nuovo anno) 9

むかし むかし￣ passato, vecchi tempi 6

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difficile 8

むすこ むすこ￣ (mio) figlio 1

むすこさん むすこさん￣ (suo/tuo) figlio 2

むすめ むすめ￢ (mia) figlia 10

むだ(な) むだ￣ spreco 15

むだに します むだに しま￢す sprecare 15

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

むりょう 無料 むりょう￣ gratis 6

め 目 め￢ occhi 2

メール メール￣ e-mail 2

めがね め￢がね occhiali 2

メキシコ メキシコ￣ Messico 9

めずらしい めずらし￢い raro 3

メダル メダル￣ medaglia 17

メッセージ メ￢ッセージ messaggio 4

メニュー メ￢ニュー menù 3

メモ メ￢モ appunto 15ス

めんどう(な) めんど￢う fastidioso, seccante, complicato 11

もう も￢う già 4

もう もう￣ ancora, più 10

もうしこみます 【もうしこむ1】 もうしこみま￢す presentare una domanda, fare una proposta 7

もくようび 木よう日 もくよ￢うび giovedì 14

もじ も￢じ lettera, carattere 18

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す tenere, prendere, portare 2

もちろん もち￢ろん certamente 6

もったいない もったいな￢い spreco 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

portare 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

portare 8

もっと も￢っと di più 4

モデル モ￢デル、モデル￣ modello 12

もどります 【もどる1】 もどりま￢す tornare, rientrare 9

もの もの￢ oggetto, cosa 1

み

む
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モノレール モノレ￢ール monorotaia 5

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す ricevere 2

もり 森 もり￣ foresta 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

Morikawa, Sig.(ra) Morikawa [cognome
giapponese]

16

もんだい 問題 もんだい￣ problema 5

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Yagi, Sig.(ra) Yagi [cognome giapponese] 9

やきます 【やく1】 やきま￢す cuocere, arrostire, grigliare 4

やきもの やきもの￣ ceramica, porcellana 14

やくそく やくそく￣ promessa, appuntamento 1

やくに たちます やく￢に たちま￢す utile 15

やさい 野菜 やさい￣ verdure 1

やさしい やさしい￣、やさし￢い dolce, gentile 1

やすい 安い やす￢い economico 2

やすみ 休み やすみ￢ (giorno di) riposo 1

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す assentarsi, prendere una giornata libera 7

やぶれます 【やぶれる2】 やぶれま￢す strapparsi, rompersi 16

やま 山 やま￢ montagna 5

やまだ／やまださん (山田／山田さん)
やまだ￣／
やまださん￣

Yamada, Sig.(ra) Yamada [cognome giapponese] 1

やまのぼり (山のぼり) やまの￢ぼり alpinismo 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￣

Yamamoto, Sig.(ra) Yamamoto [cognome
giapponese]

16

やめます 【やめる2】 やめま￢す ritirarsi, dimettersi 17

やります 【やる1】 やりま￢す fare 7

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Yuuko, Sig.ra Yuuko [nome giapponese] 11

ユーザーコメント ユーザーコ￢メント commento dell'utente 11

ゆうしょう(します) (【する3】) ゆうしょう￣ vittoria/vincere il campionato 8

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく ufficio postale 9

ゆうめい(な) 有名(な) ゆうめい￣ famoso 1

ゆずります 【ゆずる1】 ゆずりま￢す cedere, lasciare 17

ゆたか(な) ゆ￢たか ricco 5

ゆっくり ゆっく￢り lentamente 9

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします rilassarsi, riposarsi 17

ゆみ／ゆみさん ゆ￢み／ゆ￢みさん Yumi, Sig.ra Yumi [nome giapponese] 17

ゆめ ゆめ￢ sogno, desiderio 10

ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す ondeggiare, tremare 5

よう／～よう ～用 ～よう￣ suffisso per "per" 16

ようしょく 洋食 ようしょく￣ cucina occidentale 3

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa 14

よかったら よ￢かったら se gradisce, se gradisci 3

よく よ￢く spesso 1

よく よ￢く bene 1

よくじつ 翌日 よくじつ￣ il giorno successivo 12

よごします 【よごす1】 よごしま￢す sporcare 15

よごれます 【よごれる2】 よごれま￢す sporcarsi 16

よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Yoshida, Sig.(ra) Yoshida [cognome giapponese] 12

よっか ４日／四日 よっか￣ il 4 del mese 9

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す leggere 7

よやく(します) (【する3】) 予約(します) よやく￣ (fare una) prenotazione 5

よる 夜 よ￢る notte 18

よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す essere felice, essere contento 9

よろしく よろしく￣ saluti 7

よわい よわ￢い debole 12

ラーメン ラ￢ーメン ramen [spaghetti cinesi o giapponesi in brodo] 17ス

らいげつ 来月 ら￢いげつ il mese prossimo 16

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ la settimana prossima 7

らいねん 来年 らいねん￣ l'anno prossimo 8

ライブハウス ライブハ￢ウス locale con intrattenimento musicale dal vivo 5

らく(な) (楽(な)) らく￢ comodo 5

リーダー リ￢ーダー leader 18

ゆ
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りこん(します) (【する3】) りこん￣ divorzio/divorziare 17

リサイクル リサ￢イクル riciclaggio 16

リサイクルショップ リサイクルショ￢ップ negozio dell'usato 16

りゆう りゆう￣ motivo 11

りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ (fare un) soggiorno di studio all'estero 4

りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい studente che studia all'estero 17

りょう りょ￢う quantità 3

りょうきん 料金 りょ￢うきん tariffa, prezzo 6

りょうしん 両親 りょ￢うしん genitori 9

りょうり 料理 りょ￢うり piatto, cucina 2

りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ (fare un) viaggio 1

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ agenzia di viaggi 2

リラックス(します) (【する3】) リラ￢ックス relax/rilassarsi 6

れいぞうこ れいぞ￢うこ frigorifero 11

れきし 歴史 れきし￣ storia 6

れきしてき(な) 歴史的(な) れきしてき￣ storico 13

レストラン レ￢ストラン ristorante 1

レモン レ￢モン limone 4

れんしゅう(します) (【する3】) れんしゅう￣ (fare) esercizio 5

レンタカー レンタ￢カー macchina a noleggio 5

レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル noleggio/noleggiare 5

レンタルショップ レンタルショ￢ップ negozio di noleggio 16

れんらく(します) (【する3】) れんらく￣ (mettersi in) contatto, comunicare 7

れんらくさき れんらくさき￣ contatto 7

ローストチキン ローストチ￢キン pollo arrosto 3

ロッカー ロ￢ッカー armadietto 14

ロビー ロ￢ビー atrio 14

わあ ――― wow 13

ワイン ワ￢イン vino 3

わかい 若い わか￢い giovane 10

わかります 【わかる1】 わかりま￢す comprendere, capire 4

わけます 【わける2】 わけま￢す dividere, separare 15

わしょく 和食 わしょく￣ cucina giapponese 3

わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す dimenticare 1

わすれもの わすれもの￣ oggetto smarrito, oggetto dimenticato 7

わたし 私 わたし￣ io 1

わたしたち 私たち わたし￢たち noi 7

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す ridere, sorridere 2

わりばし わりばし￣ bastoncini di legno usa e getta 15

わりびき わりびき￣ sconto 14

わるい 悪い わる￢い male (sentirsi male, stare male) 7

わ
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