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『まるごと　日本のことばと文化』初中級(A2/B1）
اليابانية والثقافة اللغة: ماروجوتو
A2/B1المتوسط قبل للمستوى

ごいインデックス　فهرس المفردات （掲載順　 الكتاب فى المفردات لورود وفقا الترتيب ）

か ： ことばを はじめて 見る か　　　ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ 　　　かんじ ： （　　　）＝この 本では かな書き　　　ス ： スクリプトだけの ことば

か ことば かんじ アクセント アラビアご スクリプト

あ／あっ ―――  آه للتعبير عن المفاجأة

アイスホッケー アイスホ￢ッケー  الھوكى الجليدى

あきらめます 【あきらめる2】 あきらめま￢す  يستسلم

あさって あさ￢って  بعد غد

あした 明日 あした￢  غداً

あつい 熱い あつ￢い  جو حار أو ساخن

あと 後 あ￢と  بعد

あの／あのう ――― حسنا/  معذرة 

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣  السيدة آبي

あまり あまり￣  ليس كثيًرا

ありがとう あり￢がとう  شكرا لك

あります 【ある1】 ありま￢す ستقام (حفلة ، حدث ، مھرجان ) ھناك 

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す  يمشي

アルバイト アルバ￢イト  وظيفة بدوام جزئي

いい（よさ） い￢い(よ￢さ)  جيد أو خيَر

いいます 【いう1】 言います いいま￢す  يقول

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す  يذھب

いそがしい 忙しい いそがし￢い  مشغول

いちど 一度 いちど￢  مرة  واحدة

いつ い￢つ  متى

いっしょ いっしょ￣  سويًا

いっしょに いっしょに￣  سويًا

いってきます 【いってくる3】 行ってきます いってきま￢す ス يذھب و يأتى

いっぱい いっぱい￣  ممتلئ

いなか いなか￣ ス ريف

います 【いる2】 いま￢す للكائنات الحية:  يوجد

イラスト イラスト￣  رسوم توضيحية

うけとります 【うけとる1】 受けとります うけとりま￢す  يتلقى

うち (家) うち￣  منزلى

うれしい うれし￢い مسرور/  سعيد 

え／えっ ――― (تستخدم إلظھار مفاجأة صغيرة)ماذا؟ /  إيه؟ 

えき 駅 え￢き  محطة

えんりょ（します） （【する3】） えんりょ￣  يتكلف

おうえん（します） （【する3】） 応援(します) おうえん￣ يدعم/  يشجع 

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび  سعيد جدا

おこります 【おこる1】 おこりま￢す  يغضب

おそい おそい￣、おそ￢い ス متأخر

おとうと 弟 おとうと￢ األصغر (أخي)/  األخ األصغر

おねがいします お願いします おねがいしま￢す  أرجوك

おはよう おはよう￣  الصيغة غير الرسمية لصباح الخير

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す  يعتقد

おもしろい（おもしろさ） おもしろ￢い  ممتع

おわび（わび） おわび￣  اعتذار

かい／～かい ～回 ――― (تردد) مرات 

がいしゅつ 外出 がいしゅつ￣  يخرج

かいます 【かう1】 買います かいま￢す  يشترى

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す  يكتب

がくせい 学生 がくせい￣  طالب

かた／～から（いきかた） ～方(行き方) ――― كيفية ～ 

かたち 形 かたち￣  شكل

かちます 【かつ1】 勝ちます かちま￢す  يفوز

かならず (必ず) かならず￣ ス بالتأكيد

かんじます 【かんじる2】 感じます かんじま￢す  يشعر

かんたん（な）（かんたんさ） かんたん￣  سھل
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か ことば かんじ アクセント アラビアご スクリプト

かんどう（します） （【する3】） 感動(します) かんどう￣  أن أعجب

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す  بذل قصارى الجھد

き 気 き￣ المزاج/  الشعور 

きにします 気にします きにしま￢す  ما يدعو للقلق

きのう きの￢う、きのう￣ باألمس/   أمس 

きます 【くる3】 来ます きま￢す  يأتي

キャンセル（します） （【する3】） キャ￢ンセル  يُلغي

きゅう（な） 急(な) きゅう￣  مفاجئ

きょう 今日 きょ￢う  اليوم

きょうみ きょ￢うみ  اھتمام

きょうみがないです／ありません
きょ￢うみがな￢いです
／ありませ￢ん

 ليس لديه أھتمام

くうこう 空港 くうこう￣  مطار

くやしい くやし￢い  يثير الغيظ

クリケット
クリケ￢ット、
クリ￢ケット

 رياضة الكريكت

グループ グル￢ープ  مجموعة

けんめい 件名 けんめい￣ (البريد اإللكتروني) موضوع 

こたえます 【こたえる2】 答えます こたえま￢す  اإلجابة

ことば ことば￢ كلمة/   لغة 

ことわります 【ことわる1】 ことわりま￢す يعتذر عن/  يرفض 

ごめんなさい／ごめん
ごめんなさ￢い／
ごめん￣

 أنا أسف

こんど (今度) こ￢んど  في المرة القادمة

こんにちは こんにちは￢ .أھال:   تحية النھار

さいご (最後) さ￢いご  األخير

さいしょ (最初) さいしょ￣  في البداية

サイト サイト￣  موقع الكتروني

さそい さそい￣  دعوة

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す  يقوم بدعوة شخص

サッカー サ￢ッカー  كرة القدم

サッカーじょう サッカー場 サッカーじょう￣  ملعب كرة قدم

さん ～さん ――― اآلنسة/ السيدة /  السيد 

ざんねん（な） ざんね￢ん  مخيبة لآلمال

しあい 試合 しあい￣ (رياضة)مباراة /  لعبة 

しごと（します） （【する3】） 仕事(します) しごと￣  العمل

しっかりします 【しっかりする3】 しっか￢りします  إستجمع قواه

じつは じつ￢は  في الواقع

しつれい（します） （【する3】） しつ￢れい (على مضايقتك) معذرة 

します 【する3】 しま￢す  يفعل

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣  عطلة نھاية األسبوع

しゅっちょう（します） （【する3】） 出張(します) しゅっちょう￣  الذھاب في رحلة عمل

しょるい しょるい￣  وثائق رسمية

しらべます 【しらべる2】 (調べます) しらべま￢す  يبحث

しりあい (知り合い) しりあい￣  المعارف

すき（な） 好き(な) すき￢ مفضل/  إعجاب 

すぐ す￢ぐ  على الفور

ずっと ずっと￣  طوال الوقت

すばらしい（すばらしさ） すばらし￢い (امتياز) ممتاز 

スポーツ スポ￢ーツ  رياضات

すみません すみませ￢ん . المعذرة، انا آسف 

ぜひ ぜ￢ひ  أرجو من فضلك

せんじつ 先日 せんじつ￣  اليوم السابق

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ  العب رياضي

そう そ￢う  وبالتالي

その その￣  ذاك

それじゃあ それじゃ￢あ  حسنا اذن

それなら それな￢ら إذا كان األمر كذلك/  في ھذه الحالة 

たい／～たい～（２たい１） ～対～(２対１) ～た￢い～  طريقة التعبير عن نتائج المباريات

たいしかん 大使館 たいし￢かん  سفارة
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か ことば かんじ アクセント アラビアご スクリプト

だいじょ（う）ぶ（な） だいじょ￢(う)ぶ  بحالة جيدة

たかい（たかさ） 高い(高さ) たか￢い  عالى األرتفاع

だします 【だす1】 出します だしま￢す يقدم/  يسلم 

たち／～たち（わたしたち） ――― ھؤالء/  مقطع للتعبير عن نحن 

だめ（な） だめ￢ مستحيل/  ممنوع 

チーム チ￢ーム  فريق

チームワーク チームワ￢ーク  العمل بروح الفريق الواحد

チケット チ￢ケット  تذكرة

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (والدي)/  األب 

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく  الصين

つかれ つかれ￢ اإلرھاق/  التعب 

つかれます 【つかれある2】 つかれま￢す  يتعب

つぎ つぎ￢  التالي

つよい（つよさ） 強い(強さ) つよ￢い (قوة) قوي 

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣  تي شيرت

てき／～てき ～的 ～てき￣  مقطع يتم إضافته لتحويل االسم إلى صفة

できれば でき￢れば ス اذا امكن

テニス テ￢ニス  تنس

では で￢は اذا/  حسنا 

でます（しあいに） 【でる2】 出ます でま￢す  يشارك فى مباراة

でも で￢も  لكن

テレビ テ￢レビ  التلفاز

てんき 天気 て￢んき  الطقس

どう ど￢う  كيف

とおり 通り とおり￢  شارع

とき (時) とき￢  متي

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す ス يصل

ともだち 友だち ともだち￣  صديق

どようび 土曜日 どよ￢うび  يوم السبت

とります（チケットを） 【とる1】 とりま￢す  يحصل على التذكرة

ながともゆうと／ながともせんしゅ
長友佑都／
長友選手

ながともゆ￢うと／
ながともせ￢んしゅ

 يوتو ناجاموتو العب كرة القدم

なかむら／なかむらさん 中村／中村さん
なかむら￣／
なかむらさん￣

 السيد ناكامورا

なります  【なる1】 なりま￢す يصبح 

にちようび／にち 日曜日／日 にちよ￢うび  يوم األحد

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん  اليابان

にんき 人気 にんき￣  شعبية

ねん 年 ね￢ん  عام

のだ／のださん 野田／野田さん のだ￣／のださん￣  السيد نودا

はい は￢い  نعم

バイト バイト￣ ス وظيفة بدوام جزئي

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す  يركض

はらはらします 【はらはらする3】 は￢らはらします لتظل في حالة ترقب/  أن تشعر بعدم االرتاح 

ひ 日 ひ￢、ひ￣  يوم

ひきわけ ひきわけ￣  تعادل

ひきわけます 【ひきわける2】 ひきわけま￢す  يتعادل

ひっし（な） ひっし￣  بكل قوته

ひとつ 1つ／一つ ひと￢つ  لعد األشياء

ひみつ ひみつ￣  سر

ファン ファ￢ン  معجب

プレー プレ￢ー  أداء الالعب

プレゼント プレ￢ゼント  ھدية

ぶん 文 ぶ￢ん  جميلة

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん  دقيقة

ぶんか 文化 ぶ￢んか  ثقافة

ぶんかてき（な） 文化的(な) ぶんかてき￣  ثقافي

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

ほか ほか￣  آخر

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう ス ھوكايدو
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か ことば かんじ アクセント アラビアご スクリプト

ホッケー ホ￢ッケー  الھوكي

ほほほ ――― ス صوت ضحكة نسائية

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

 حقا

まえ 前 ま￢え  قبل

まけます 【まける2】 負けます まけま￢す  يخسر

また また￢  مرة أخرى

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す  الفعل المتعد ليخطىء

マナー マ￢ナー  أخالقيات

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す  يعرض

みます 【みえる2】 見ます みま￢す يرى/  ينظر 

むかえます 【むかえる2】 迎えます むかえま￢す  يستقبل شخص  في المطار والمحطة وما إلى ذلك

むだ（な） むだ￣  ضائع

めいれいけい (命令形) めいれいけい￣  صيغة األمر

メール メール￣  البريد اإللكتروني

メッセージ メ￢ッセージ  رسالة

もう も￢う  بالفعل

もう もう￣  أكثر

もしもし も￢しもし (على الھاتف) مرحبا 

もっと も￢っと  المزيد

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す  يأخذ

もりあがります 【もりあがる】 もりあがりま￢す لتصبح متحمًسا/  لتنمو مفعما بالحيوية 

やきゅう やきゅう￣  البيسبول

やくそく（します） （【する3】） やくそく￣  موعد

やっぱり／やはり やっぱ￢り／やは￢り  كما توقعت

やまだ／やまださん 山田／山田さん
やまだ￣／
やまださん￣

 السيدة يامادا

やります 【やる1】 やりま￢す  فعل

ゆうしょう（します） （【する3】） 優勝(します) ゆうしょう￣  الفوز بالجائزة

ゆうめい（な） 有名(な) ゆうめい￣  مشھور

ゆたか（な）（ゆたかさ） 豊か(な)(豊かさ) ゆ￢たか (ثراء) ثري 

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします ス يسترخى

よかったら よ￢かったら  إذا كان يناسبك

よく よ￢く  غالبا

よく よ￢く  حسنا

よし ――― ス حسنا

よしだ／よしださん 吉田／吉田さん よしだ￣／よしださん￣  السيد يوشيدا

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す  يقرأ

よわい 弱い よわ￢い  ضعيف

らいげつ 来月 ら￢いげつ  الشھر القادم

らいしゅう 来週 らいしゅう￣  االسبوع المقبل

ラグビー ラ￢グビー  كرة راجبي

りゆう 理由 りゆう￣  السبب

ルール ル￢ール  قاعدة

レポート レポート￣、レポ￢ート  تقرير

わかい 若い わか￢い  شباب

わかります 【わかる1】 わかりま￢す  يفھم

わくわくします 【わくわくする3】 わくわくしま￢す متحمس/  متشوق 

わたし 私 わたし￣  أنا

わたしたち 私たち わたし￢たち  نحن

ああ ―――  آه للتعبير عن فھم ما قيل

アイティー／ＩＴ アイティ￢ー  تكنولوجيا المعلومات

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い  منير

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す  يلعب

あたらしい 新しい あたらし￢い  جديد

あたり あ￢たり في الحي/  في الجوار 

あに 兄 あ￢に أخي األكبر/  األخ األكبر

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ الرسوم المتحركة/  أنيمي 

アパート アパ￢ート  شقة

2
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か ことば かんじ アクセント アラビアご スクリプト

あぶない 危ない
あぶない￣、
あぶな￢い

 خطير

あんぜん（な） 安全(な) あんぜん￣  آمن

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢  ال

いえ 家 いえ￢  منزل

いか／～いか ～以下 い￢か  ليس أكثر من

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￣

 السيد إيشيكاوا

いじょう／～いじょう ～以上 い￢じょう  أكثر من

いっこだて 一戸建て いっこだて￣  بيت منفصل

いぬ いぬ￢ ス كلب

イベント イベント￣  حدث

いま 今 いま￢  حاليًا

いろいろ（な） (色々(な)） いろいろ￣  متنوع

インターネット インターネ￢ット  اإلنترنت

うえ 上 うえ￣、うえ￢  في األعلى

うるさい うるさ￢い  مزعج

ええ ―――  نعم

えん／～えん ～円 ―――  ين

おおい 多い お￢おい  الكثير

おかね（かね） お金 おかね￣  نقود

おきます 【おく1】 おきま￢す  يضع

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ راكب/ عميل / ضيف /  زائر 

おきゅうりょう（きゅうりょう） お給料 おきゅ￢うりょう ス راتب

おしゃれ（な） おしゃ￢れ  أنيق

おちつきます 【おちつく1】 おちつきま￢す  يستقر

おふろ（ふろ） おふ￢ろ  حمام

おんせん 温泉 おんせん￣  العيون الساخنة

かいしゃ 会社 かいしゃ￣  شركة

かいます　（ペットを） 【かう1】 かいます かいま￢す  يربى حيوان أليف

かいもの 買い物 かいもの￣  التسوق

かえってきます 【かえってくる3】 帰ってきます か￢えってきます  يعود

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す  يعود  إلى المنزل

かかります（じかんが） 【かかる1】 かかりま￢す  يستغرق وقتا طويال

かぞく 家族 か￢ぞく  أسرة

がっこう 学校 がっこう￣  مدرسة

がまん（します） （【する3】） が￢まん (الصبر) يصبر

かります 【かりる2】 借ります かりま￢す  يقترض

かわの／かわのさん 川野／川野さん
か￢わの／
か￢わのさん

 السيد كاوانو

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す  يفكر

かんきょう 環境 かんきょう￣  البيئة

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す  يسأل

きにいります 気に入ります きにいりま￢す  يحب

きむら／きむらさん 木村／木村さん きむら￣／きむらさん￣  السيد كيمورا

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す  يقرر

きゃく 客 きゃく￣ عميل/ ضيف /  زائر 

きやま／きやまさん 木山／木山さん
き￢やま／
き￢やまさん

 السيد كياما

きゅうりょう 給料 きゅ￢うりょう  راتب

きょねん 去年 きょ￢ねん  العام الماضي

きれい（な） き￢れい جميلة/  نظيفة 

くの／くのさん くの￣／くのさん￣  السيد كونو

くるま 車 くるま￣  سيارة

げんき（な） 元気(な) げ￢んき  مفعم بالحيوية

こうえん 公園 こうえん￣  منتزه

こうがい 郊外 こ￢うがい  الضواحي

こうつう 交通 こうつう￣  حركة المرور

ここ ここ￣  ھنا

コスプレ コスプレ￣  فن لبس أزياء شخصات أنيمى

こと (事) こと￢ األمور/  األشياء 
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か ことば かんじ アクセント アラビアご スクリプト

こども 子ども こども￣  طفل

この この￣  ھذا

こまります 【こまる1】 こまりま￢す  يضطرب

これから これから￣ بعد ھذا/  من اآلن 

こんな こんな￣  مثل ھذا

コンピューター コンピュ￢ーター  الحاسوب

さいたま (埼玉) さ￢いたま  سايتاما

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

 السيدة سايتو

さがします 【さがす1】 さがしま￢す  يبحث عن

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん  السيدة ساتو

ざんぎょう ざんぎょう￣ الساعات اإلضافية/  العمل اإلضافي 

じかん 時間 じかん￣  وقت

じかん ～時間 ～じ￢かん  التعبير عن المدة

しずか（な） 静か(な) し￢ずか  ھادئ

しぜん 自然 しぜん￣  طبيعة

しない 市内 し￢ない  في المدينة

じぶん 自分 じぶん￣ ذاته-  نفسه 

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣  حسنا اذن

シャワー シャ￢ワー  دش

じゅん じゅん￣  ترتيب

しょうがくせい 小学生 しょうがく￢せい ス طالب في مدرسة ابتدائية

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう  مدرسة ابتدائية

じょうけん じょうけ￢ん  شرط

じょうけんけい (条件形) じょうけんけい￣  شكل شرطي

しょうたい（します） （【する3】） 招待(します) しょ￢うたい  يدعو

しります 【しる1】 知ります しりま￢す  يعرف

スーパー ス￢ーパー  سوبر ماركت

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す  يتخطى

すくない 少ない すくな￢い  قليل

すこし 少し すこ￢し  القليل

ストレス スト￢レス  ضغط

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す  يسكن

せいかつ（します） （【する3】） 生活(します) せいかつ￣ يعيش/  الحياة اليومية 

せまい せま￢い ضيق/  صغير 

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ ス كله

そこ ―――  ذلك المكان

それ それ￣  ذاك

それで それで￣ وبعد ذلك/  و 

だいすき（な） 大好き(な) だ￢いすき  يحب شئ كثيراً

たいへん（な） (大変(な)) たいへん￣ صعب/  رھيب 

たかい 高い たか￢い  غالي السعر

たくさん（あります） たくさん￣  كثيراً

たなか／たなかさん 田中／田中さん
たなか￣／
たなかさん￣

 السيد تاناكا

たのしみ 楽しみ たのし￢み التطلع إلى شيء ما/  متعة 

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す  يستمتع

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す  يأكل

ため ため￢  من أجل

だれか だ￢れか  شخص ما

だんだん だんだん￣  تدريجيا

ちいさい 小さい ちいさ￢い  صغير

ちかい（ちかさ） 近い(近さ) ちか￢い  قريب

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く  بالقرب

ちゅうしゃじょう 駐車場 ちゅうしゃじょう￣  موقف السيارات

ちょっと ちょ￢っと  قليال

つうきん（します） （【する3】） 通勤(します) つうきん￣  الذھاب والعودة من العمل

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す  يستخدم

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す  يصنع

つとめます 【つとめる2】 勤めます つとめま￢す  يعمل بوظيفة
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ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー  DVD

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す  يخرج

できます 【できる2】 できま￢す لتكون قادرة على القيام به/  يمكن أن تفعل 

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す  يساعد

てんきん（します） （【する3】） (転勤(します)） てんきん￣  األنتقال لفرع آخر داخل الشركة التى يعمل بھا

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ  قطار

とうきょう 東京 とうきょう￣  طوكيو

どうして ど￢うして  لماذا

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ ス حيوان

とおい 遠い とおい￣、とお￢い  بعيد

ときどき (時々) ときどき￢  بعض األحيان

どこ ど￢こ  أين

ところ (所) ところ￢  مكان

としん 都心 としん￣  وسط المدينة

どちら ど￢ちら  أيھما

とても／とっても とても￣／とっても￣  جًدا

とも／～とも（ふたりとも） ～とも￣ كل/  كالھما  ス

どれ ど￢れ (من ثالثة أو أكثر) أي واحد 

どんどん ど￢んどん واحدا تلو اآلخر/  بسرعة 

どんな ど￢んな  أي نوع من

ながの 長野 な￢がの  ناغانو

なにも 何も なにも￣  ال شيء

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す  الوقوف بالصف

なるほど なるほど￣ . فھمت ス

にわ 庭 にわ￣  حديقة

ねこ ね￢こ ス قط

ねん／～ねん ～年 ―――  تاريخ السنة

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

 السيدة نوريكا

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す  يركب

のんびりします 【のんびりする3】 のんび￢りします  يسترخى

バーベキュー バーベ￢キュー  الشواء

ばしょ 場所 ばしょ￣  مكان

バス バ￢ス  حافلة

はなれます 【はなれる2】 はなれま￢す  يبعد عن

はは 母 は￢は أمى/  األم 

はやい（はやく） 早い(早く) はや￢い  مبكر

はんたい はんたい￣  عكس

ひき／～ひき ―――  تمييز عدد للحيوانات الصغيرة الحجم

びじゅつかん 美術館 びじゅつ￢かん ス متحف الفن

ひっこし（します） （【する3】） ひっこし￣  انتقال

ひっこします 【ひっこす1】 ひっこしま￢す  ينتقل

ひとり 1人／一人 ひと￢り  شخص واحد

びょういん 病院 びょういん￣  مستشفى

びょうき 病気 びょうき￣ مرض/  مريض 

ひる 昼 ひる￢ الظھر/  النھار 

ひろい（ひろさ） 広い(広さ) ひろ￢い (الحجم)كبير /  فسيح 

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す  يرتفع

ふく 服 ふく￢  مالبس

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ (لألشياء) اثنان 

ふべん（な） 不便(な) ふ￢べん  غير مالئم

ふるい 古い ふる￢い  قديم

ふるさと ふる￢さと مسقط الرأس/  الوطن 

へいじつ 平日 へいじつ￣  أيام األسبوع من األثنين إلى الجمعة

ペット ペ￢ット  حيوان أليف

へや 部屋 へや￢  غرفة

へります 【へる1】 へりま￢す  يتناقص

べんり（な）（べんりさ） 便利(な)(便利さ) べ￢んり عملى/  مريح 

ほしい ほし￢い ス أريد

ほん 本 ほ￢ん  كتاب
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まいにち 毎日 ま￢いにち  كل يوم

まず ま￢ず ス أوال

まだ ま￢だ ال يزال/  ليس بعد 

まわり まわり￣  محيط

まん／～まん ～万 ま￢ん  عشرة آالف

マンガ マンガ￣ الرسوم الھزلية/ الكتب المصورة /  المانجا 

マンション マ￢ンション  عمارات

みせ 店 みせ￢  متجر

みつかります 【みつかる1】 見つかります みつかりま￢す  يٌعثر عليه

みんな みんな￢  الجميع

むり（な） む￢り صعب/  مستحيل 

メモ メ￢モ  مذكرة

もし も￢し  لو

もんだい 問題 もんだい￣ مشكلة/  سؤال 

やぎ／やぎさん 八木／八木さん やぎ￣／やぎさん￣  السيد ياغي

やさい 野菜 やさい￣  الخضروات

やすい（やすく） 安い(安く) やす￢い غير مكلف/  رخيص 

やちん 家賃 や￢ちん  إيجار المنزل

やっと やっと￣  أخيرا

やめます 【やめる2】 やめま￢す يتوقف عن/  يقلع عن 

よる 夜 よ￢る  ليال

よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す  يكون من دواعي سرورھم

りょうしん 両親 りょ￢うしん (والدي)/  الوالدين 

りょうり 料理 りょ￢うり طبخ/  طبق 

レストラン レ￢ストラン  مطعم

あいます 【あう1】 合います あいま￢す  يناسب

あきます 【あきる2】 あきま￢す  يسأم من شىء أو شخص

あじ 味 あじ￣ نكھة/  طعم 

あじわいます 【あじわう1】 味わいます あじわいま￢す  يتذوق

あまい あまい￣、あま￢い  حلو المذاق

い 胃 い  المعدة

いかが いか￢が  (どう  للصيغة المھذبة لـ)كيف

イギリス イギリス￣  المملكة المتحدة

いただきます いただきま￢す  صيغة األحترام لفعل يحصل على أو تحية بدء الطعام

いちにち １日 いちにち￢、いちにち￣ (كامل) يوم واحد 

いちばん 一番 いちばん￣ األفضل/  األكثر 

いつも い￢つも  دائًما

いのち い￢のち  الروح

いみ 意味 い￢み ス معنى

いやあ ――― ス حسنًا

インド イ￢ンド  الھند

インドじん インド人 インド￢じん  ھندي

インドネシア インドネ￢シア  إندونيسيا

うすい うすい￣ خفيف الطعم/  رفيع السمك 

うどん うどん￣  صوت ضحكة نسائية

おいしい おいしい￣、おいし￢い لذيذ/  شھي 

おおきい 大きい おおき￢い  كبير

オーストラリア オーストラ￢リア  أستراليا

オーストラリアじん オーストラリア人 オーストラリア￢じん  أسترالى الجنسية

おかし（かし） お菓子 おか￢し  حلويات

おくち（くち） お口 おくち￢ ス فمك

おこめ（こめ） お米 おこめ￣  أرز غير مطھى

おすし（すし） おす￢し  سوشي

おちゃ お茶 おちゃ￣  شاي

おはな（はな） お花 おはな￣ ス زھرة

おやこどん 親子どん おやこどん￣  أوياكودون، وعاء أرز بالدجاج والبيض

かいがい 海外 か￢いがい  خارج البالد

がいこく 外国 がいこく￣  بلد أجنبي

がいしょく 外食 がいしょく￣  يأكل بالخارج

3
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かき かき￣  البرسيمون

カップラーメン カップラ￢ーメン  كوب من النودلز

かてい 家庭 かてい￣ األسرة/  المنزل 

ガドガド ガドガド￣ (طعام إندونيسي) جادو جادو 

からだ 体 からだ￣  الجسد

カリー カリー￣  كاري

かるい 軽い かるい￣、かる￢い ス خفيف الوزن

かわい／かわいさん 川井／川井さん
かわい￣／
かわいさん￣

 السيدة كاواي

かんこく 韓国 か￢んこく ス كوريا الجنوبية

き 木 き￢ ス شجرة

ききます（スパイスが） 【きく1】 ききます ききま￢す  قوى النكھة

きらい（な） きらい￣  مكروه

きをつけます 気をつけます きをつけま￢す  يأخذ الحذر

きんじょ 近所 き￢んじょ  جيران

キンパ キ￢ンパ (طعام كوري) كيمبا 

くすり くすり￣ ス دواء

くだもの くだ￢もの  فاكھة

くち 口 くち￣  فم

くちにあいます (口に合います) くちにあいま￢す  تناسب ذوق المرء

くに 国 くに￣、～くに￢  بلد

けんこう 健康 けんこう￣  الصحة

こうべ 神戸 こ￢うべ  كوبي

こくさいしょく 国際色 こくさ￢いしょく  ملتقى الثقافات

こたえ 答え こた￢え  إجابه

ごちそう ごちそう￣  وليمة

ごはん ご飯 ご￢はん  ارز مطبوخ

こめ 米 こめ￢  أرز غير مطھى

さあ ――― (تستخدم عند حث الناس على فعل شىء معين)ھيا /  حسنًا 

ざいりょう 材料 ざいりょ￢う  مكونات

さかな 魚 さかな￣  سمكة

じしん 自信 じしん￣  الثقة بالنفس

ジャム ジャ￢ム  مربى

しゅう 週 しゅ￢う  أسبوع

しょく 食 しょく￣  وجبة طعام

しょく／～しょく ～食 ～しょく￣  وجبات

しょくじ 食事 しょくじ￣  وجبة

しょくせいかつ 食生活 しょくせ￢いかつ  عادات األكل

しょっぱい しょっぱ￢い  مالح

しろい 白い しろ￢い  أبيض

じん／～じん ～人 ～￢じん (جنسية) 

すききらい 好ききらい すき￢きらい  لديه تفضيالت معينة فى األكل

スターフルーツ スターフル￢ーツ  فاكھة النجمة

スパイス スパ￢イス  التوابل

ぜいたく（な） ぜいた￢く رفاھيات/  كماليات 

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣  ال على االطالق

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク  مشروب غازي

タイ タ￢イ  تايالند

たべもの 食べ物 たべ￢もの  طعام

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す  يختلف

ちば 千葉 ち￢ば  شيبا

ちゅうしょく 昼食 ちゅうしょく￣  وجبة الغداء

ちょうし 調子 ちょうし￣  الحالة

ちょうしょく 朝食 ちょうしょく￣  االفطار

つま 妻 つ￢ま (زوجتي)/  الزوجة 

ていしょく 定食 ていしょく￣  وجبة موحدة

できるだけ できるだけ￣  بقدر المستطاع

デパート デパ￢ート  متجر شامل

てんぷら てんぷら￣ تمبورا:  أكلة يابانية
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どうしても どうして￢も  بجميع الطرق

どうぞ ど￢うぞ  تفضل

とうふ とうふ￢、とうふ￣  جبنة فول الصويا

トースト ト￢ースト  العيش التوست

ドリンク ドリ￢ンク  مشروب

トルコ ト￢ルコ  تركيا

ドルマ ド￢ルマ  دولما

とんかつ とんかつ￣  شريحة لحم الخنزير

なつかしい なつかし￢い  حنين

なっとう なっと￢う فول الصويا المخمر/  ناتو 

なに／なん 何 な￢に／な￢ん  ماذا

なにか 何か な￢にか  شيئا ما

なれます 【なれる2】 なれま￢す  يعتاد على

におい にお￢い  يشم

にがて（な） 苦手(な) にがて￣ غير ماھر/  شىء مكروه 

にくじゃが 肉じゃが にくじゃが￣ مطھي اللحم والبطاطا:  نيكوجاغا

にち／～にち ～日 ―――  يوم

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん  الشعب الياباني

にもの にもの￣ طعام مسلوق ومتبل:  نيمونو

ねだん ねだん￣  سعر

のこします 【のこす1】 のこしま￢す  يُبقى على شىء

のみもの 飲み物 のみ￢もの ス مشروب

のり のり￢  األعشاب البحرية المجففة

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン باومكوشن:  كيكة ألمانية شھرية

はじめ 始め はじめ￣  بداية

バンコク バ￢ンコク  بانكوك

はんとし 半年 はんとし￢  نصف سنة

はんぶん 半分 はんぶ￢ん  نصف

ひきます（せんを） 【ひく1】 ひきま￢す  يرسم خط

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ الناس/  شخص 

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん  غداء

フィッシュ アンド チップス
フィッシュ アンド 
チ￢ップス

 السمك والبطاطا

ふつう ふつう￣  عادى

ぶどう ぶどう￣  عنب

ベジマイト ベジマ￢イト  الفيجيمايت

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す  الشعور باالرتياح

ほとんど ほと￢んど  معظم

まち 町 まち￢  مدينة

みそしる みそし￢る  حساء ميسو

みため 見た目 みため￣  المظھر

みなさん みな￢さん ス أيھا السادة

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す  يحمل

もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す  يحضر معه

もの もの￢ البضائع/  األشياء 

もも もも￣  خوخ

やきざかな やき魚 やきざ￢かな  السمك المشوي

やせます 【やせる2】 やせま￢す ス فقد الوزن

ゆうしょく 夕食 ゆうしょく￣  العشاء

ラーメン ラ￢ーメン  شعرية رامن

りょう 量 りょ￢う  كمية

わあ ――― ス مقطع يعبر عن الدھشة

わしょく 和食 わしょく￣  طعام ياباني

わだ／わださん 和田／和田さん わだ￣／わださん￣  السيد وادا

わるい 悪い わる￢い  سيء

あがります 【あがる1】 (上がります) あがりま￢す  يصعد للدخول فى المنزل اليابانى

あし 足 あし￢ اقدام/  قدم 

あたたかい（あたたかく） あたたか￢い  دافئ

あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す ス يتجمع
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あね 姉 あね￣ أختي الكبرى/  األخت الكبرى 

アメリカ アメリカ￣ الواليات المتحدة األمريكية/  أمريكا 

あら ――― ス تعبير عن األنبھار أو األندھاش ويستخدمھا النساء عادة

あれ あれ￣ (بعيًدا عن كل من المتحدث والمستمع) ذاك 

いけばな 生け花 いけ￢ばな  تنسيق الزھور

いちば 市場 い￢ちば  سوق

いつごろ いつごろ￣  متى تقريبًا

いらっしゃい いらっしゃい￣  أھال بك

いらっしゃいます 【いらっしゃｓる1】 いらっしゃいま￢す  صيغة أحترام لفعل يأتي

インドネシアご インドネシア語 インドネシアご￣  اللغة اإلندونيسية

うた 歌 うた￢  أغنية

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す ス يغني

うんてん（します） （【する3】） 運転(します) うんてん￣ ス يقود

えいご 英語 えいご￣  اللغة اإلنجليزية

エンジニア エンジ￢ニア  مھندس

おい ―――  مھالً

おかあさん お母さん おか￢あさん (شخص آخر)أم /  األم 

おかげ おかげ￣  بفضل

おきゃくさま お客様
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

 おきゃくさん صيغة األحترام ل

おくさん お￢くさん (شخص آخر)زوجة /  الزوجة 

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す  يرسل

おこさん お子さん おこさん￣ (شخص آخر) طفل 

おじいさん おじ￢いさん (شخص آخر)الجد /  الجد 

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す  يُعلم

おします 【おす1】 おしま￢す  ضغط

おせわ（せわ） (お世話) おせ￢わ مساعدة/  رعاية 

おっと 夫 おっと￣ (زوجي)/  الزوج 

おとうさん お父さん おと￢うさん (شخص آخر)األب /  األب 

おどり おどり￣  يرقص

おにいさん お兄さん おに￢いさん (لشخص آخر)األخ األكبر /  األخ األكبر 

おねえさん／おねえちゃん
お姉さん／お姉ち
ゃん

おね￢えさん／
おね￢えちゃん

(لشخص آخر)األخت الكبرى /  األخت الكبرى 

おねがい（ねがい） お願い おねがい￣ ス طلب

おはな お花 おはな￣  تنسيق الزھور

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す  يتذكر

おみやげ（みやげ） おみやげ￣  ھدية تذكارية

おもいで 思い出 おもいで￣  ذكرى

おんがく 音楽 お￢んがく  موسيقى

かざります 【かざる1】 かざりま￢す للعرض/  لتزيين 

かします 【かす1】 貸します かしま￢す  يُقرض

かずお／かずおさん
かずお￣／
かずおさん￣

 السيد كازو

かない か￢ない ス زوجتي

カメラ カ￢メラ  الة تصوير

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す  يتغير

かん／～かん ～観 ～￢かん  مقطع  بمعنى وجھة النظر

きかい 機会 きか￢い  فرصة

きょうつう きょうつう￣  مشترك

ぐうぜん ぐうぜん￣  صدفة

くつ くつ￢  حذاء

グランドキャニオン グランドキャ￢ニオン جراند كانيون:  األخدود العظيم

くれます 【くれる2】 くれま￢す  يعطى شيئا لى

くわしい くわし￢い  بشكل مفصل

けいけん（します） （【する3】） 経験(します) けいけん￣  يكتسب خبرة

けしき け￢しき  منظر

げんかん げ￢んかん  المدخل الرئيسي

こ 子 こ￣  طفل

ご／～ご ～語 ～ご￣  لغة

ごかぞく（かぞく） ご家族 ごか￢ぞく (شخص آخر) عائلة 
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こちら こちら￣  ここ صيغة أحترام ل

こっち こっち￢  ここ صيغة غير رسمية ل

このあいだ (この間) このあいだ￣  مؤخًرا

ごめんください ごめんくださ￢い  االستئذان بالدخول

ごりょうしん（りょうしん） ご両親 ごりょ￢うしん  والديك

さかもと／さかもとさん 坂本／坂本さん
さかもと￣／
さかもとさん￣

 السيدة ساكاموتو

さびしい さびし￢い  الشعور بالوحدة

シーディー ＣＤ シーディ￢ー  قرص مدمج

しびれます 【しびれる2】 しびれま￢す  تنميل األطراف

ジャカルタ ジャカルタ￣  جاكرتا

しゃしん 写真 しゃしん￣  صورة ضوئية

じゃま（します） （【する3】） じゃま￣  يزعج

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ  عنوان

じゅけん (受験) じゅけん￣ ス تأدية االمتحان

しゅじん しゅ￢じん (زوجي)/  الزوج 

しゅみ しゅ￢み اھتمام/  ھواية 

しょう／しょうくん しょう/しょうくん しょ￢う／しょ￢うくん (السيد شو) شو كون 

しょうかい（します） （【する3】） 紹介(します) しょうかい￣  يقدم شىء أو شخص

じょうず（な） 上手(な) じょうず￢  متقن

じんせい 人生 じ￢んせい  الحياة

じんせいかん 人生観 じんせ￢いかん  النظرة للحياة

しんせつ（な） 親切(な) し￢んせつ  طيب القلب

すごい すご￢い  رائع

すばる 昴 す￢ばる ス اسم أغنية فلكلورية

スリッパ ス￢リッパ、スリ￢ッパ  شبشب

すわります 【すわる1】 座ります すわりま￢す  يجلس

せいざ 正座 せいざ￣  الجلوس على األرض بالطريقة اليابانية

そして そして￣ و/  ثم 

そのころ そのこ￢ろ في تلك األيام/  في ذلك الوقت 

そふ そ￢ふ جدى/  الجد

そぼ そ￢ぼ جدتى/  الجدة 

それでは それで￢は  حسنا اذن

だいたい だいたい￣ ス تقريبا

たすかります 【たすかる1】 (助かります) たすかりま￢す  يتم إنقاذه

たちます 【たつ1】 立ちます たちま￢す  يقف

タマ タ￢マ (اسم قط) تاما 

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび  عيد الميالد

ちがい ちがい￣  فرق

ちず (地図) ち￢ず ス خريطة

つうやく 通訳 つ￢うやく  الترجمة الفورية

つながり つながり￣  إتصال

つながります 【つながる1】 つながりま￢す  يتواصل مع

つれていきます 【つれていく1】 (連れていきます) つれていきま￢す  يصطحب

てづくり 手作り てづ￢くり  صناعة يدوية

でんわ（します） （【する3】） 電話(します) でんわ￣  االتصال ھاتفيا

でんわばんごう 電話(番号) でんわば￢んごう  رقم ھاتف

どうも ど￢うも  شكرا

とくに (特に) と￢くに  خاصةً

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す  يلتقط صورة

なまえ 名前 なまえ￣  اسم

ならいます 【ならう1】 習います ならいま￢す  يتعلم

にほんご 日本語 にほんご￣  اللغة اليابانية

ニャ～ ――― ス مواء القطة

ニューヨーク ニューヨ￢ーク  نيويورك

にん ～人 ―――  تمييز العدد لألشخاص

ぬぎます 【ぬぐ1】 ぬぎま￢す (أحذية ومالبس) خلع 

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん  لمدة كم سنة

ねんせい／～ねんせい ～年生 ～ね￢んせい (طالب) الصف  ス
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はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す  دخل

はきます 【はく1】 はきま￢す  يرتدى من القدمين

はじめて 初めて はじ￢めて  ألول مرة

はじめまして はじめま￢す تشرفت بمعرفتك/  كيف حالك؟ 

はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す  يعمل

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す  يتحدث

はは／ははは ――― ス صوت ضحك

ひかる／ひかるさん
ひかる￣／
ひかるさん￣

 السيدة ھيكارو

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします  يندھش

ひろしま 広島 ひろしま￣  ھيروشيما

ふたり ２人／二人 ふたり￢  شخصان

ふれます 【ふれる2】 ふれま￢す  يلمس

ブログ ブログ￣  مدونة

へえ ―――  تعبير عن االستغراب

ベル ベ￢ル  جرس

ほうもん（します） （【する3】） 訪問(します) ほうもん￣  زيارة

ぼく ぼ￢く (عادة ما يستخدمه األوالد والرجال) أنا 

まあ ま￢あ ً. /  أعتقد ذلك حسنا ス

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す  ينتظر

ママ マ￢マ  ماما

むかし むかし￣  قبل وقت طويل

むすこ むすこ￣ (ابني)/  ابن 

むすめ むすめ￢  ابنتي

むすめさん むすめさん￣ (شخص آخر) ابنة 

めぐみ／めぐみさん
めぐみ￣／
めぐみさん￣

 السيدة  ميجومي

やく 約～ や￢く～ تقريبا/  حول 

やさしい やさしい￣、やさし￢い  طيب القلب

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￣

السيدة ياماموتو/ السيد ياماموتو /  ياماموتو 

ゆっくり ゆっく￢り في سھولة/  ببطء 

ようこ／ようこさん よ￢うこ／よ￢うこさん  السيدة يوكو

ようこそ よ￢うこそ ス أھال بك

よしえ／よしえさん よしえ￣／よしえさん￣  السيدة يوشي

よびます 【よぶ1】 よびま￢す  ينادى علي شخص

よびます 【よぶ1】 よびま￢す  يدعو احد مثال لحفلة

らいねん 来年 らいねん￣ ス العام القادم

らく（な） (楽(な)) らく￢ سھل/  مريح 

らくにします (楽にします) らく￢にします  يرتاح

りゅうがく（します） （【する3】） 留学(します) りゅうがく￣  الدراسة في الخارج

りょこう（します） （【する3】） 旅行(します) りょこう￣  القيام برحلة

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ ス وكالة سفر

れい 例 れ￢い  مثال

レシピ レ￢シピ  وصفة طعام

わすれます 【わすれる2】 忘れます わすれま￢す  ينسى

あいます 【あう1】 会います あいま￢す  يقابل

あつまり 集まり あつま￢り  تجمع

あつめます 【あつめる2】 集めます あつめま￢す  يجمع

アラビア アラビア￣ ス شبه الجزيرة العربية

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ ス اللغة العربية

あれ／あれ？ ――― ス ماذا؟

いけん 意見 い￢けん  رأي

いこうけい (意向形) いこうけい￣  صيغة الفعل اإلرادى

いちばん 一番 いち￢ばん  رقم واحد

いつつ ５つ／五つ いつ￢つ (لشيء) خمسة 

いままでに 今までに いまま￢でに ス حتى اآلن

うけます（しけんを） 【うける2】 受けます(試験を) うけま￢す (امتحان) ألخذ 

うらやましい うらやまし￢い غيور/  يغبط شخص حسود 

うん ―――  "はい" الصيغة غير الرسمية ل
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えんげき えんげき￣  التمثيل

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す  يتأخر

おなじ 同じ おなじ￣  نفس الشئ

がいこくご 外国語 がいこくご￣  لغة اجنبية

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん  أجنبي

かいわ 会話 かいわ￣  محادثة

カフェ カ￢フェ  مقھى

かよいます 【かよう1】 通います かよいま￢す  الذھاب واإلياب من وإلى المدرسة أو العمل

かんけい 関係 かんけい￣  عالقة

かんじ 漢字 かんじ￣  كانجي

ききとり 聞きとり ききとり￣ ス استماع

ききとります 【ききとる1】 聞きとります ききとりま￢す  استماع والفھم

ききます　 【きく1】 聞きます ききま￢す  يستمع

キャラクター
キャラクター￣、
キャ￢ラクター

ス شخصية داخل عمل فنى

きゅう／～きゅう ～級 ～きゅう￣  المستوى

きょうかしょ 教科書 きょうか￢しょ  كتاب دراسي، كتاب مدرسي

クラス ク￢ラス  صف دراسي

くん／～くん ―――
يُستخدم لألصدقاء الذكور أو الزمالء الذكور أو)~  السيد 

(األدب/ األشخاص الذكور األصغر سنًا إلظھار الود 

けいかく 計画 けいかく￣  خطة

げいじゅつか 芸術家 げいじゅつか￣  فنان

こうはい こうはい￣ األقران/  الزمالء األصغر سنا 

コース コ￢ース  مسار

ごがく 語学 ごがく￣、ご￢がく  تعلم اللغة

これ これ￣ ھذه/  ھذا 

さんか（します） （【する3】） 参加(します) さんか￣  يشارك

しけん 試験 しけ￢ん االختبار/  االمتحان 

しぜん（な） 自然(な) しぜん￣  طبيعي

しめきり しめきり￣  الموعد النھائي

じゅう ～中 ～じゅう￣ كل/  طوال 

じゅこうりょう 受講料 じゅこ￢うりょう  رسوم الدورة

じょうきゅう 上級 じょうきゅう￣  مستوى متقدم

しょうせつ (小説) しょうせつ￣  رواية

じょうほう 情報 じょうほう￣  معلومات

しょうらい しょ￢うらい  مستقبل

しょきゅう 初級 しょきゅう￣  مستوى المبتدئين

じょし 女子 じょ￢し  فتاة

スペイン スペ￢イン  إسبانيا

スペインご スペイン語 スペインご￣ ス اللغة اإلسبانية

せいせき 成績 せいせき￣  درجات

せっきょくてき（な） せっきょく的(な) せっきょくてき￣  نشيط

ぜったい ぜったい￣  بالتأكيد

せんせい 先生 せんせ￢い  ُمعلم

せんぱい せんぱい￣  الزمالء األكبر سنا

そつぎょう（します） （【する3】） 卒業(します) そつぎょう￣  يتخرج من المدرسة

そんな そんな￣ من ھذا القبيل/  مثل ھذا 

そんなに そんなに￣ ス بھذا القدر

だいがく 大学 だいがく￣  جامعة

タイご タイ語 タイご￣  اللغة التايالندية

たいしょく（します） （【する3】） 退職(します) たいしょく￣  يتقاعد

たいせつ（な） (大切(な)) たいせつ￣  مھم

ただしい（ただしく） 正しい(正しく) ただし￢い  صحيح

たのしい（たのしく） 楽しい(楽しく) たのし￢い ممتع/  مرح 

ためます 【ためる2】 ためま￢す يحف/  يدخر 

たんご たんご￣  مفردة لغوية

チャット チャット￣  دردشة

ちゃんと ちゃんと￣ ス كما ينبغي

ちゅうきゅう 中級 ちゅうきゅう￣  المستوى المتوسط

つうじます 【つうじる2】 通じます つうじま￢す  يتواصل
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つきます（じしんが） 【つく1】 つきま￢す  يكتسب ثقة

つづきます 【つづく1】 (続きます) つづきま￢す  يتم استكماله

てがみ (手紙) てがみ￣  خطاب

どうやって ど￢うやって  كيف

とちゅう とちゅう￣  في منتصف الطرق

となり となり￣  بجانب

ニュース ニュ￢ース  أخبار

ノート ノ￢ート  دفتر

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す  يبدىء

はずかしがります 
【はずかしがる1】

はずかしがりま￢す  يخجل

はずかしがりや はずかしがりや￣  شخص خجول

はなし 話 はなし￢ محادثة/   حديث 

はなしことば 話しことば はなしこ￢とば  كلمات تستخدم فى المحادثات

はなしずき（な） 話し好き(な) はなしずき￣  محب للكالم

はやい（はやく） はや￢い  بسرعة

ひかく（します）（【する3】） ひかく￣  يقارن

ひさしぶり ひさしぶり￣ بعد وقت طويل. /  لم أرك منذ وقت طويل

ふしぎ ふしぎ￣  غريب

ふふふ ――― ス صوت ضحك

フラメンコ フラメ￢ンコ  رقصة الفالمنكو

フランス フランス￣  فرنسا

フランスご フランス語 フランスご￣  اللغة الفرنسية

ぶんぽう 文法 ぶんぽう￣  قواعد اللغة

べんきょうになります 勉強になります べんきょうになりま￢す  يتعلم الكثير

ほうほう 方法 ほうほう￣ كيف نفعل/  طريقة 

ぼご 母語 ぼ￢ご  اللغة األم

ほら ――― ス انظر

ボランティア ボラ￢ンティア  متطوع

ほんや 本屋 ほ￢んや  مكتبة لبيع الكتب

ほんやく（します） （【する3】） 翻訳(します) ほんやく￣  يترجم

まだまだ ま￢だまだ  ليست جيدة بما فيه الكفاية حتى اآلن

まちがいます 【まちがう1】 まちがいま￢す  الفعل الالزم ليخطىء

まなびます 【まなぶ1】 学びます まなびま￢す  يتعلم

まね（します） （【する3】） まね￣ ス يقلد

マンガカフェ マンガカ￢フェ  مقھى مانغا

みかけます 【みかける2】 見かけます みかけま￢す  يلمح

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ (على الشيء) ثالثة 

みならいます 【みならう1】 見習います みならいま￢す  يتبعه كمثال وقدوة

むずかしい 難しい
むずかしい￣、
むずかし￢い

 صعب

メキシコ メキシコ￣ ス المكسيك

もくてき 目的 もくてき￣  ھدف

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す  يتغيب عن

ゆめ ゆめ￢ ス حلم

らくだい（します） （【する3】） らくだい￣  يرسب فى اختبار

あー ――― ス آه للتعبير عن تذكر شىء أو فكرة ما

あいて 相手 あいて￢  شريك

あいます／～あいます（しりあいま
す） 【あう1】

～合います(知り
合います)

～あいま￢す(しりあい
ま￢す)

 يتعرف على  شخص

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す  يعطي

あなた あな￢た  أنت

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

 استبيان

いたい いた￢い ス مؤلم

いっしょう 一生 いっしょう￣  حياة المرء

いのります 【いのる1】 いのりま￢す  يصلى

いもうと 妹 いもうと￢ أختى الصغرى/  األخت الصغرى  ス

いろ 色 いろ￢ ス لون

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す  يحتفل
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インタビュー イ￢ンタビュー  مقابلة

うそ う￢そ  كذبة

うふふ ――― (الضحك الذي تستخدمه النساء بشكل رئيسي) ھي ھي ھي  ス

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す  يُولد

うわさ うわさ￣  شائعة

えへへ ――― ス صوت ضحكة خبيثة

おいわい（いわい） お祝い おいわい￣  احتفال

おおきな 大きな お￢おきな  كبير

おかねもち（かねもち） お金持ち
おかねもち￣、
おかね￢もち

 شخص غني

おしあわせ（しあわせ） お幸せ おしあわせ￣  سعادة

おしごと お仕事 おし￢ごと عمل/  وظيفة  ス

おちます 【おちる2】 おちま￢す ス يقع او يسقط

おてら（てら） お寺 おてら￣  معبد بوذى

おとこ 男 おとこ￢ ذكر/  رجل 

おととし おと￢とし  السنة قبل الماضية

おどろきます 【おどろく1】 おどろきま￢す  يندھش

おばあさん／おばあちゃん
おば￢あさん／
おば￢あちゃん

(شخص آخر)جدة /  جدة 

おふたり（ふたり） お二人 おふたり￢  شخصان

おみまい（みまい） お見舞い おみまい￣  زيارة المريض

おめでとう おめでとう￣  تھانينا

カード カ￢ード  بطاقة

かいだん かいだん￣ ス سلم

かじ 家事 か￢じ  األعمال المنزلية

かち 価値 か￢ち  القيمة

かちかん 価値観 かち￢かん  احساس بقيمة األشياء

がつ ～月 ―――  شھر

カップ カ￢ップ  فنجان

かれ 彼 か￢れ  ھو

かわいい かわい￢い  لطيف

かわいがります 【かわいがる1】 かわいがりま￢す  دليل

かわいそう（な） かわいそ￢う يرثى له/   فقير  ス

かんがえ 考え かんが￢え  فكر

きじ き￢じ  مقالة

きっかけ きっかけ￣ كيف بدأ/  الدافع 

きっと きっと￣  بالتاكيد

きます 【きる2】 着ます きま￢す ス يرتدي

きまります 【きまる1】 決まります きまりま￢す  يبت فى األمر

きもち 気持ち きもち￣  شعور

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい  األخوة واألخوات

きょく きょく￣  قطعة موسيقية

ぎんこう 銀行 ぎんこう￣  مصرف

くらします 【くらす1】 くらしま￢す  يعيش

くろ 黒 く￢ろ ス أسود

ケーキ ケ￢ーキ  كعكة

けが（します） （【する3】） けが￢ ス يصاب بجرح

けっか けっか￣  نتيجة

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

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき  حفلة زفاف

こいびと 恋人 こいびと￣ حبيبة/  حبيب 

ごけっこん（けっこん） ご結婚 ごけっこん￣  زواج شخص آخر

ごちそうさま ごちそうさま￣ ス شكرا لك على الوجبة

こんやく 婚約 こんやく￣  الخطوبة

さいきん 最近 さいきん￣  مؤخراً

さいこう 最高 さいこう￣  إلى أقصى حد

しあわせ 幸せ しあわせ￣  سعادة

しき ～式 ～￢しき  حفل

した 下 した￣(～のした￢） أدناه/  تحت 

したしい (親しい) したし￢い مقرب/  حميم 
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しま 島 しま￢  جزيرة

じゅうぶん（な） (十分(な)) じゅうぶ￢ん  كاف

しゅっせき（します） （【する3】） 出席(します) しゅっせき￣  يحضر

じゅんび（します） （【する3】） 準備(します) じゅ￢んび  يستعد

しょうたいじょう 招待状 しょうたいじょう￣  بطاقة دعوة

しょくば 職場 しょくば￣  مكان العمل

じょせい 女性 じょせい￣  أنثى

しりあいます 【しりあう3】 知り合います しりあいま￢す  يتعارف

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ  معبد شنتوھى

すえながい (末長い) すえなが￢い دائم/  طويل جدا 

すがた す￢がた  مظھر

すてき（な） すてき￣  محبب

スピーチ スピ￢ーチ  خطاب

せいかく せいかく￣  الصفات الشخصية

そーお ――― ھل ھذا صحح؟/   حقا؟  ス

だい／～だい ～代 ～￢だい (على سبيل المثال  الثالثينات) جيل 

たいくつ（な） たいくつ￣  ممل

だいじ（な） (大事(な)) だいじ￣  مھم

たくさん（のひと） たくさ￢ん  الكثير

たすけます 【たすける2】 助けます たすけま￢す يساعد/  ينقذ 

たとえば (例えば) たと￢えば ス على سبيل المثال

たぶん た￢ぶん  ربما

だれ だ￢れ  من الذى

だんじょ 男女 だ￢んじょ  رجال ونساء

ダンス ダ￢ンス  الرقص

だんせい 男性 だんせい￣  ذكر

ちかごろ 近ごろ ちか￢ごろ  مؤخرا

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ حين~/  خالل  ~ 

つきあい つき合い つきあ￢い  األرتباط العاطفى

つきあいます 【つきあう1】 つき合います つきあいま￢す  يرتبط عاطفيا

であい 出会い であ￢い、であい￣  لقاء

できごと (出来事) でき￢ごと  حدث

ながい（ながく） 長い(長く) なが￢い ス طويل

なかがいい な￢かがい￢い ス على وفاق

なぐさめます 【なぐさめる2】 なぐさめま￢す  يشد من أزره

なくなります（ひとが） 【なくなる1】 なくなりま￢す  يموت

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり  المھراجانات اليابانية

にます（にています） 【にる2】 にま￢す  يشبه

にゅういん（します） （【する3】） 入院(します) にゅういん￣  دخول المستشفى

ねがい 願い ねが￢い  أمنية

ネクタイ ネ￢クタイ  ربطة عنق

ばあい (場合) ばあい￣  حالة

パーティー パ￢ーティー  حفل

はげまします 【はげます1】 はげましま￢す  يشجع

はな 花 はな￢  زھور

ピアノ ピアノ￣  بيانو

ひきます（ピアノを） 【ひく1】 ひきま￢す (البيانو) يعزف 

ビデオ ビ￢デオ  فيديو

ブラジル ブラジル￣  البرازيل

プロポーズ（します） （【する3】） プロポ￢ーズ  يتقدم للزواج

ペア ペ￢ア  زوج من

ほう 方 ほ￢う
يشير إلى جانب واحد في المقارنة، على أنه أكثر من) جانب 

(شيء اآلخر

ぼくたち ぼ￢くたち (عادة ما يستخدمه األوالد والرجال) نحن 

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ الواقع/  الحقيقة 

まご まご￢  حفيد

まさか ま￢さか ス ال بد من انك تمزح

マドリード マドリ￢ード ス مدريد

みつけます 【みつける2】 見つけます みつけま￢す  يعثر
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めずらしい めずらし￢い ス نادر

もうします 【もうす1】 もうしま￢す  いいます صيغة االحترام ل

もちろん もち￢ろん  بالطبع

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 يحمل معه/   يأخذ معه 

もり／もりさん 森／森さん もり￣／もりさん￣  السيدة موري

れんしゅう（します） （【する3】） 練習(します) れんしゅう￣  يتدرب

わーお ――― ス مقطع يعبر عن اإلعجاب

わかれます 【わかれる2】 (別れます) わかれま￢す  يقسم

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん  افطار

アドバイス ア￢ドバイス  نصيحة

あやまります 【あやまる1】 あやまりま￢す  يعتذر

いがい（な） (意外(な)) いがい￣  غير متوقع

いっしょうけんめい（な） いっしょうけ￢んめい  بكل قوته

いや（な） いや￢ ス مستاء منھا

いります 【いる1】 いりま￢す  يحتاج

いれます（コーヒーを） 【いれる2】 入れます いれま￢す  صنع القھوة

うーん ―――  ھمم

うしろ (後ろ) うしろ￣ خلف/  ظھر 

おおやま／おおやまさん 大山／大山さん
おおやま￣／
おおやまさん￣

 السيد أوياما

おさけ（さけ） お酒 おさけ￣ ساكي/  كحول 

おたがい おたがい￣  بعضھم البعض

おや 親 おや￢  األبوين

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん  موظف شركة

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す  رد شيء ما

かえます 【かえる2】 変えます かえま￢す  يغير

かかります（でんわが） 【かかる1】 かかりま￢す  يستقبل مكالمة ھاتفية

かけます（こえを） 【かける2】 かけま￢す  يطلب محادثة شخص

かなしい かなしい￣、かなし￢い  حزين

かれし／カレシ カレシ￣  حبيب

きぶん 気分 き￢ぶん  المزاج

くび くび￣  ُعنق

けんか（します） （【する3】） けんか￣  يتشاجر

こえ こ￢え  صوت

コーヒー コーヒ￢ー  قھوة

こころ 心 こころ￢  الفؤاد

こんご 今後 こんご￣  بعد ھذا

こんや 今夜 こ￢んや  ھذه الليلة

しかたがない (仕方がない) しかたがな￢い ال مفر/  ما  باليد حيلة  ス

しかります 【しかる1】 しかりま￢す ス يوبخ

じっと じっと￣  بثبات

しばらく しば￢らく  للحظات

しゃかい 社会 しゃ￢かい  المجتمع

しゃかいじん 社会人 しゃか￢いじん  عضو عامل في المجتمع

しゃべります 【しゃべる1】 しゃべりま￢す  يتحدث

しんじん 新人 しんじん￣  شخص مستجد على العمل

しんぱい（な） 心配(な) しんぱい￣  قلق

しんぶん (新聞) しんぶん￣  جريدة

しんゆう 親友 しんゆう￣  الصديق المقرب

すずき／すずきさん 鈴木／鈴木さん
すずき￣／
すずきさん￣

 السيدة سوزوكي

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す  يعرض

すっきりします 【すっきりする3】 すっきりしま￢す  الشعور باالنتعاش

せっかく せっかく￣  بعد جھد كبير

そうだん（します） （【する3】） 相談(します) そうだん￣  يتشاور

そしたら そした￢ら  إذا

そば そ￢ば  بجوار

それより それよ￢り األھم/  بصرف النظر عن ذلك 

だから だ￢から لھذا السبب/  لذلك 

たて た￢て  عمودي
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タバコ タバコ￣  تبغ

ちちおや 父親 ちちおや￣ ス األب

つづけます 【つづける2】 (続けます) つづけま￢す (شيء) مواصلة 

つらい つらい￣ ス صعب

とうこう（します） （【する3】） とうこう￣  ينشر مقال

ドクター ド￢クター  طبيب

ながでんわ 長電話 ながで￢んわ  مكالمة ھاتفية طويلة

なくなります（げんきが） 
【なくなる1】

なくなりま￢す  يفقد

なまいき（な） (生意気(な)) なまいき￣  وقح

なやみ なやみ￢ قلق/  ھم 

なやみます 【なやむ1】 なやみま￢す يقلق/  يھم 

なんだか な￢んだか  بطريقة ما

にんげん 人間 にんげん￣  إنسان

にんげんかんけい 人間関係 にんげんか￢んけい  العالقات اإلنسانية

にんずう 人数 に￢んずう  عدد االشخاص

ねえ ――― ス أستمع

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す  ينام

ねむります 【ねむる1】 ねむりま￢す  يستغرق فى النوم

のみかい 飲み会 のみかい￣  حفلة لشرب الخمر

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す  يشرب

のります（そうだんに） 【のる1】 のりま￢す ス يتشاور مع

はあ ――― نعم... / أم ... /  حسنا  ス

はっきり はっき￢り  بشكل واضح ً

ハッピー（な） ハ￢ッピー  سعيد

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す  يدفع

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ (ترتيب)~  ال 

ひどい ひど￢い  رھيب

ふあん 不安 ふあん￣  قلق

ふう ――― ス تنھد

ふうん／ふーん ―――  تعبير يدل  على الفھم

ふります 【ふる1】 ふりま￢す  يھز

へんじ (返事) へんじ￢ الجواب/  الرد 

ホーム ホ￢ーム المنصة/  المنزل 

まもります 【まもる1】 まもりま￢す  يحفظ

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す أن تكون غير قادر على اتخاذ القرار/  أن تضيع 

むせきにん（な） むせ￢きにん ス غير مسؤول

め 目 め￢  عين

やすみ 休み やすみ￢  عطلة

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん  السيدة يوكو

よこ よこ￣  جانب

ランキング ランキング￣  تصنيف

リサ／リサさん リ￢サ／リ￢サさん  السيدة ريزا

れんあい 恋愛 れんあい￣  االرتباط عاطفيا

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す  يضحك

わりかん わりかん￣  تقسيم التكلفة

あいます（ひどいめに） 【あう1】 あいま￢す  أن يكون لدى شخص تجربة سيئة

あきます 【あく1】 (開きます) あきま￢す  يفتح

あけます 【あける2】 (開けます) あけま￢す  يفتح

アナウンス
アナ￢ウンス、
アナウ￢ンス

 تصريح

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す  يغسل

いき／～いき ～行き ～いき￣  الرحلة الذاھبة إلى

いましばらく 今しばらく いましば￢らく  من لحظات

うけつけ 受付 うけつけ￣  األستقبال

エアコン エアコン￣  مكيف ھواء

えいが 映画 えいが￣、え￢いが  فيلم سينمائى

えー ――― ス التعبير عن المفاجأة

ええと／ええっと ―――
 تستخدم عطاء المتحدث قرصة لتذكر شىء أو التفكير قبل 

التحدث
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エーン ―――  صوت بكاء

エレベーター エレベ￢ーター  مصعد

エンジン エ￢ンジン  محرك

おいそぎ お急ぎ おいそぎ￣  على عجلة من أمره

おこります 【おこる1】 (起こります) おこりま￢す  يحدث

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  يتذكر

おゆ（ゆ） お湯 おゆ￣  ماء ساخن

おります 【おりる2】 おりま￢す  ينزل من وسيلة مواصالت

おわすれもの（わすれもの） お忘れ物 おわすれもの￣ األغراض المنسية/  مفقود 

おわすれものセンター お忘れ物センター おわすれものセ￢ンター  مركز الممتلكات المفقودة

かいし（します） （【する3】） 開始(します) かいし￣ يفتتح/  يبدأ 

ガイドブック ガイドブ￢ック  كتيب الدليل السياحى

カウンター カウンター￣ ス واجھة استقبال أمامية

かけます（めいわくを） 【かける2】 かけま￢す (مشكلة) يسبب 

かた 方(このあたりの) かた￢  ひと صيغة األحترام ل

かばん かばん￣  حقيبة

きえます（でんきが） 【きえる2】 きえま￢す  ينطفىء النور

きこく（します） （【する3】） 帰国(します) きこく￣  العودة إلى الوطن

ぎじゅつしゃ 技術者 ぎじゅつ￢しゃ ス مھندس

ゲート ゲ￢ート  بوابة

ゲーム ゲ￢ーム ألعاب/  لعبة 

けします （でんきを）【けす1】 けしま￢す  يطفىء النور

ご／～ご ～後 ～ご￢  بعد

こうくう ～航空 ～こ￢うくう  خطوط جوية

ごうしつ ～号室 ～ご￢うしつ  رقم الغرفة

こくさい～ 国際～ こくさい￣～  دولي

ごご 午後 ご￢ご  بعد الظھر

こしょう（します） （【する3】） 故障(します) こしょう￣  عطل

ごとうじょう（とうじょう） ご搭乗 ごとうじょう￣  الصعود  للطائرة

ごめいわく（めいわく） ごめ￢いわく  مشكلة

コメント コメント￣  تعليق

ごりよう（りよう） ご利用 ごりよう￣  استعمال

サイン サ￢イン  اللوحات اإلرشادية

じ ～時 ～￢じ  الساعة

じどうし 自動詞 じど￢うし  فعل الزم

しまります 【しまる1】 しまりま￢す  يُغلق

しめます 【しめる2】 しめま￢す (شيء) يغلق 

しゅっぱつ（します） （【する3】） 出発(します) しゅっぱつ￣ المغادرة/  يغادر 

しゅっぱつゲート 出発ゲート しゅっぱつゲ￢ート  بوابة المغادرة

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す  يُعلم

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ ス مفتاح كھربائي

スーツケース スーツケ￢ース  حقيبة سفر

すごします 【すごす1】 すごしま￢す  يقضى بعض الوقت

スタッフ スタ￢ッフ  طاقم عمل

せつめい（します） （【する3】） 説明(します) せつめい￣ الشرح/  يشرح 

センター セ￢ンター  مركز

そうじ そうじ￣ ス تنظيف

それから それから￣ وثم/  بعد ذلك 

たいへん (大変) たいへん￣ كثيراً/  كثيراً جدا  ス

たずねます 【たずねる2】 たずねま￢す ス طرح  سؤال

たてます（けいかくを） 【たてる2】 立てます(計画を) たてま￢す  يضع خطة

たどうし 他動詞 たど￢うし  فعل متعد

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す  يطلب

チェック（します） （【する3】） チェ￢ック  تأكيد

チェックイン（します） （【する3】） チェックイ￢ン  تسجيل الوصول

チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター  مكتب تسجيل الوصول

つきます（でんきが） 【つく1】 つきま￢す تشغيله/  يتم إضاءته 

つけます（でんきを） 【つける2】 つけま￢す (الضوء) تشغيل 

て 手 て￢  يد
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ていねいたい (丁寧体) ていねいたい￣  صيغة االحترام

てつづき 手続き てつ￢づき  إجراء

でてきます 【でてくる3】 出てきます でてきま￢す  يظھر

でんき 電気 で￢んき كھرباء/  ضوء 

ドア ド￢ア  باب

トイレ ト￢イレ  الحمام

とうじょう 搭乗 とうじょう￣  الصعود للطائرة

とうちゃく（します） （【する3】） 到着(します) とうちゃく￣  يصل

どこか ど￢こか  مكان ما

とにかく と￢にかく  على أي حال

とびます 【とぶ1】 (飛びます) とびま￢す  يطير

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す  يقف

とめます 【とめる2】 止めます とめま￢す  يوقف

トラブル トラ￢ブル  مشكلة

どろぼう どろぼう￣  لص

ないよう ないよう￣  المحتوى

なか 中 な￢か  بالداخل

ながれます 【ながれる2】 ながれま￢す (المرحاض) تدفق 

なきます 【なく1】 なきま￢す  يبكي

なぜ な￢ぜ  لماذا

にげます 【にげる2】 にげま￢す  يھرب

にっき にっき￣  مذكرات

にもつ 荷物 に￢もつ الطرود/  األمتعة 

はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す  يبدأ

パスポート パスポ￢ート  جواز سفر

パリ パ￢リ  باريس

はん／～はん ～半 ～は￢ん (الوقت)والنصف  ~   ス

ばん／～ばん ～番 ―――  مقطع يفيد الترتيب

ひこうき 飛行機 ひこ￢うき  طائرة

びん／～びん ～便 ～びん￣ رقم الرحلة (شركة الطيران) 

ふつうたい ふつうたい￣  أسلوب غير رسمي

フライト フライト￣  رحلة طيران

へた（な） (下手(な)) へた￢ غير ماھر/  فقير في 

ベッド ベ￢ッド  سرير

へんこう 変更 へんこう￣  تغيير

ホッ ―――  تعبير عن االطمئنان بعد القلق

ホテル ホ￢テル  فندق

マッサージ マッサ￢ージ  مساج

まど ま￢ど  نافذة او شباك

みおくり 見送り みおくり￣ قبالة الرحيل (شخص)رؤية /  توديع 

みず 水 みず￣  ماء

みなみ 南 みなみ￣  جنوب

もうすぐ もうす￢ぐ  قريبا

よてい 予定 よてい￣ الخطة/  الجدول الزمني 

りよう 利用 りよう￣  استخدام

れいな／れいなさん
れ￢いな／
れ￢いなさん

 السيدة رينا

れきし 歴史 れきし￣  التاريخ

ロンドン ロ￢ンドン ス لندن

わすれもの 忘れ物 わすれもの￣  االغراض المنسية

わびます 【わびる2】 わびま￢す  يعتذر

アジア ア￢ジア  آسيا

あそこ あそこ￣  ھناك

あらわします 【あらわす1】 あらわしま￢す  يعبر عن شىء

ある あ￢る بعض/  واحد 

いえいえ ―――  ال ال

いままで 今まで いまま￢で  الى اآلن

いらっしゃいます 【いらっしゃｓる1】 いらっしゃいま￢す  صيغة أحترام لفعل الكينونة

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ  مرحبا وھى تحية توجه من البائع للزبون عند دخوله المحل
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うります 【うる1】 売ります うりま￢す  يبيع

えいぎょう 営業 えいぎょう￣  مبيعات

えいぎょうぶ 営業部 えいぎょ￢うぶ ス قسم المبيعات

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す  يختار

おなまえ（なまえ） お名前 おなまえ￣ ス اسم

おもに お￢もに  على الغالب

おやくそく（やくそく） おやくそく￣  موعد

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す  ينھى

か／～か ～課 ～か￣  قسم

かいがいじぎょう 海外事業 かいがいじ￢ぎょう  األعمال الخارجية

かいがいじぎょうか 海外事業課 かいがいじぎょうか￣ ス قسم األعمال في الخارج

かいぎ 会議 か￢いぎ  اجتماع

がいしゃ／～がいしゃ ～会社 ～が￢いしゃ  شركة

かお かお￣ ス وجه

かぜ かぜ￣  رياح

かつどう 活動 かつどう￣  نشاط

かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく  سائح

きかい 機械 きか￢い  آلة

きかく 企画 きかく￣  خطة

きかくか 企画課 きかくか￣ ス قسم التخطيط

きちんと きち￢んと  كما ينبغي

キャプテン キャ￢プテン  قائد المنتخب

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

きんゆう 金融 きんゆう￣  الموارد المالية

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す  يقارن

けいり 経理 け￢いり  محاسبة

けんせつ 建設 けんせつ￣  اعمال بناء

こうじょう (工場) こうじょ￢う ス مصنع

こうどう (行動) こうどう￣  سلوك

こうほう 広報 こ￢うほう  عالقات عامة

さま (～様) ―――  さん صيغة األحترام ل ス

ししゃ 支社 し￢しゃ  مكتب فرعي

システム シ￢ステム ス النظام

しつもん（します） （【する3】） 質問(します) しつもん￣  يطرح سؤال

しゃいん 社員 しゃ￢いん  موظف في شركة

しゅうかつ 就活 しゅうかつ￣  البحث عن وظيفة

しゅうしょく 就職 しゅうしょく￣  الحصول على وظيفة

じょうし 上司 じょ￢うし  رؤساء العمل

しょうしょう 少々 しょ￢うしょう  القليل

しょくひん 食品 しょくひん￣  سلع غذائية

しりょう し￢りょう  أوراق

しんらい（します） （【する3】） 信頼 しんらい￣  يثق فى

せかい 世界 せ￢かい  العالم

そうむ 総務 そ￢うむ  الشؤون العامة

そうむか 総務課 そうむか￣  قسم الشؤون العامة

ソフトウェア ソフトウェ￢ア ス البرمجيات

たいりょく 体力 た￢いりょく  القوة البدنية

たしか（な） た￢しか مؤكد/  أكيد 

たすけあいます 【たすけあう1】 助け合います たすけあいま￢す  مساعدة بعضھم البعض

ただいま (ただ今) ただ￢いま  حاال

たんとう（します） （【する3】） 担当(します) たんとう￣  تولى مسؤولية

つごう つごう￣  الظرف

ていねい（な） て￢いねい  مھذب

どうも ど￢うも  كثيراً

どうりょう 同僚 どうりょう￣  زميل

とおして (通して) と￢おして  عبر

とくい（な） とく￢い  متقن

どの ど￢の  أيھم
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とりつぎます 【とりつぐ1】 とりつぎま￢す
لتمرير الھاتف أو الزائر إلى الشخص /   للرد على الباب 

المطلوب

パートタイム パートタ￢イム  دوام جزئى

はじめに はじめに￣  أوال

はなしあいます 【はなしあう1】 話し合います はなしあいま￢す  يناقش

ひきます（かぜを） 【ひく1】 ひきま￢す  يصاب بنزلة برد

ひしょ ひ￢しょ  سكرتير

ぶ／～ぶ ～部 ～￢ぶ  قسم

ふくそう 服そう ふくそう￣  مالبس

ぶつりゅう 物流 ぶつりゅう￣  الخدمات اللوجستية

フリーランス フリ￢ーランス  وظيفة مستقلة

ふんいき ふんい￢き  أجواء المكان

ほう ――― آھا/  حسنا  ス

ほうこく（します） （【する3】） 報告(します) ほうこく￣  يبلغ

ぼしゅう（します） （【する3】） 募集 ぼしゅう￣  اإلعالن عن التعيين

まいります 【まいる1】 まいりま￢す  きます صيغة األحترام ل

むらた／むらたさん 村田／村田さん
むらた￣／
むらたさん￣

السيدة موراتا/ السيد موراتا /  موراتا 

もとめます 【もとめる2】 もとめま￢す  البحث عن

ゆしゅつ（します） （【する3】） 輸出(します) ゆしゅつ￣  تصدير

ゆにゅう（します） （【する3】） 輸入(します) ゆにゅう￣  يستورد

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ  أوروبا

よろしく よろしく￣  تشرفنا

ラグビーぶ ラグビー部 ラグビ￢ーぶ  قسم الراجبي

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