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『まるごと　日本のことばと文化』初中級(A2/B1）

ごいインデックス　Indice dei vocaboli （掲載順　Ordine di apparizione）

か ことば かんじ アクセント イタリアご スクリプト

あ／あっ ――― ah

アイスホッケー アイスホ￢ッケー hockey su ghiaccio

あきらめます 【あきらめる2】 あきらめま￢す arrendersi, rinunciare

あさって あさ￢って dopodomani

あした 明日 あした￢ domani

あつい 熱い あつ￢い caldo, bollente

あと 後 あ￢と dopo

あの／あのう ――― ehm

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Abe, Sig.(ra) Abe [cognome giapponese]

あまり あまり￣ non molto, poco

ありがとう あり￢がとう Grazie.

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

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す camminare

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

いい（よさ） い￢い(よ￢さ) buono

いいます 【いう1】 言います いいま￢す dire

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す andare

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

いちど 一度 いちど￢ una volta

いつ い￢つ quando

いっしょ いっしょ￣ insieme

いっしょに いっしょに￣ insieme

いってきます 【いってくる3】 行ってきます いってきま￢す andare ス

いっぱい いっぱい￣ pieno

いなか いなか￣ campagna, paese natale ス

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

イラスト イラスト￣ illustrazione

うけとります 【うけとる1】 受けとります うけとりま￢す ricevere

うち (家) うち￣ casa

うれしい うれし￢い felice, contento

え／えっ ――― Cosa?

えき 駅 え￢き stazione

えんりょ（します） （【する3】） えんりょ￣ riserbo/trattenersi, astenersi, esitare

おうえん（します） （【する3】） 応援(します) おうえん￣ incoraggiamento/tifare, sostegno/sostenere

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

おこります 【おこる1】 おこりま￢す arrabbiarsi

おそい おそい￣、おそ￢い lento, tardi ス

おとうと 弟 おとうと￢ (mio) fratello minore

おねがいします お願いします おねがいしま￢す per favore

おはよう おはよう￣ buongiorno

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す pensare

おもしろい（おもしろさ） おもしろ￢い interessante, divertimento

おわび（わび） おわび￣ chiedere scusa [onorifico di "わび"]

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

がいしゅつ 外出 がいしゅつ￣ uscire (di casa)

かいます 【かう1】 買います かいま￢す comprare

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す scrivere

がくせい 学生 がくせい￣ studente

かた／～から（いきかた） ～方(行き方) ――― modo di ～ [suffisso per indicare modalità]
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Pre-Intermedio (A2/B1）
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か ことば かんじ アクセント イタリアご スクリプト

かたち 形 かたち￣ forma

かちます 【かつ1】 勝ちます かちま￢す vincere

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

ス

かんじます 【かんじる2】 感じます かんじま￢す sentire, percepire, provare

かんたん（な）（かんたんさ） かんたん￣ semplice

かんどう（します） （【する3】） 感動(します) かんどう￣ emozione, commozione/essere commosso

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

き 気 き￣ sentimento

きにします 気にします きにしま￢す preoccuparsi di

きのう きの￢う、きのう￣ ieri

きます 【くる3】 来ます きま￢す venire

キャンセル（します） （【する3】） キャ￢ンセル annullamento/annullare, cancellare

きゅう（な） 急(な) きゅう￣ improvviso

きょう 今日 きょ￢う oggi

きょうみ きょ￢うみ interesse

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

avere poco interessante

くうこう 空港 くうこう￣ aeroporto

くやしい くやし￢い mortificante, spiacevole

クリケット
クリケ￢ット、
クリ￢ケット

cricket

グループ グル￢ープ gruppo

けんめい 件名 けんめい￣ oggetto (di e-mail)

こたえます 【こたえる2】 答えます こたえま￢す rispondere

ことば ことば￢ linguaggio, parole

ことわります 【ことわる1】 ことわりま￢す rifiutare, declinare

ごめんなさい／ごめん
ごめんなさ￢い／
ごめん￣

Mi scusi./Scusami.

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

こんにちは こんにちは￢ Buongiorno., Salve.

さいご (最後) さ￢いご ultimo, fine

さいしょ (最初) さいしょ￣ inizio, all'inizio

サイト サイト￣ sito web

さそい さそい￣ invito

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す invitare

サッカー サ￢ッカー calcio

サッカーじょう サッカー場 サッカーじょう￣ campo di calcio

さん ～さん ――― Sig., Sig.ra

ざんねん（な） ざんね￢ん peccato, dispiacere

しあい 試合 しあい￣ partita

しごと（します） （【する3】） 仕事(します) しごと￣ lavoro/lavorare

しっかりします 【しっかりする3】 しっか￢りします Forza!, Datti da fare!

じつは じつ￢は a dire il vero, in verità

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

します 【する3】 しま￢す fare

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ fine settimana

しゅっちょう（します） （【する3】） 出張(します) しゅっちょう￣ (fare una) trasferta di lavoro

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

しょるい しょるい￣ documento

しらべます 【しらべる2】 (調べます) しらべま￢す ricercare

しりあい (知り合い) しりあい￣ conoscenza

すき（な） 好き(な) すき￢ preferito, amato

すぐ す￢ぐ subito
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か ことば かんじ アクセント イタリアご スクリプト

ずっと ずっと￣ sempre, tutto il tempo

すばらしい（すばらしさ） すばらし￢い
magnifico, splendido, superlativo, eccellente,
straordinario

スポーツ スポ￢ーツ sport

すみません すみませ￢ん Mi scusi.

ぜひ ぜ￢ひ assolutamente, ad ogni costo

せんじつ 先日 せんじつ￣ l'altro giorno

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ atleta

そう そ￢う sì

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

それじゃあ それじゃ￢あ allora, a presto.

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

たい／～たい～（２たい１） ～対～(２対１) ～た￢い～ ～ a ～ (2 a 1) [punteggio]

たいしかん 大使館 たいし￢かん ambasciata

だいじょ（う）ぶ（な） だいじょ￢(う)ぶ ok, va bene, tutto a posto

たかい（たかさ） 高い(高さ) たか￢い alto, altezza

だします 【だす1】 出します だしま￢す presentare, dare

たち／～たち（わたしたち） ――― suffisso (plurale) per indicare persone

だめ（な） だめ￢ no, non buono, impossibile

チーム チ￢ーム squadra

チームワーク チームワ￢ーク lavoro di squadra

チケット チ￢ケット biglietto

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (mio) padre

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく Cina

つかれ つかれ￢ fatica, stanchezza

つかれます 【つかれある2】 つかれま￢す sentirsi stanco, stancarsi

つぎ つぎ￢ prossimo

つよい（つよさ） 強い(強さ) つよ￢い forte (forza)

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ maglietta

てき／～てき ～的 ～てき￣ suffisso per formare NA-aggettivo

できれば でき￢れば se è possibile ス

テニス テ￢ニス tennis

では で￢は allora

でます（しあいに） 【でる2】 出ます でま￢す partecipare, prendere parte (ad una partita)

でも で￢も ma

テレビ テ￢レビ televisione

てんき 天気 て￢んき meteo

どう ど￢う come

とおり 通り とおり￢ strada, via

とき (時) とき￢ quando

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す arrivare ス

ともだち 友だち ともだち￣ amico

どようび 土曜日 どよ￢うび sabato

とります（チケットを） 【とる1】 とりま￢す comprare, ottenere (un biglietto)

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

il calciatore Yuuto Nagatomo

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￣

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

なります  【なる1】 なりま￢す diventare

にちようび／にち 日曜日／日 にちよ￢うび domenica

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Giappone

にんき 人気 にんき￣ popolarità

ねん 年 ね￢ん anno

のだ／のださん 野田／野田さん のだ￣／のださん￣ Noda, Sig.(ra) Noda [cognome giapponese]
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か ことば かんじ アクセント イタリアご スクリプト

はい は￢い sì

バイト バイト￣ lavoro part-time ス

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す correre

はらはらします 【はらはらする3】 は￢らはらします inquietarsi, restare con il fiato sospeso

ひ 日 ひ￢、ひ￣ giorno

ひきわけ ひきわけ￣ pareggio

ひきわけます 【ひきわける2】 ひきわけま￢す finire alla pari, finire in pareggio

ひっし（な） ひっし￣ disperato

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

ひみつ ひみつ￣ segreto

ファン ファ￢ン appassionato, fan, tifoso

プレー プレ￢ー gioco [parola inglese "play"]

プレゼント プレ￢ゼント regalo

ぶん 文 ぶ￢ん frase

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん suffisso per minuto

ぶんか 文化 ぶ￢んか cultura

ぶんかてき（な） 文化的(な) ぶんかてき￣ culturale

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

ほか ほか￣ altro

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

ス

ホッケー ホ￢ッケー hockey

ほほほ ―――
he he he [risatina usata normalmente dalle
donne]

ス

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

veramente

まえ 前 ま￢え davanti

まけます 【まける2】 負けます まけま￢す perdere

また また￢ ancora, di nuovo

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す sbagliare

マナー マ￢ナー buone maniere

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す mostrare

みます 【みえる2】 見ます みま￢す vedere, guardare

むかえます 【むかえる2】 迎えます むかえま￢す accogliere, ricevere

むだ（な） むだ￣ spreco

めいれいけい (命令形) めいれいけい￣ forma imperativa

メール メール￣ e-mail

メッセージ メ￢ッセージ messaggio

もう も￢う già

もう もう￣ ancora, più

もしもし も￢しもし Pronto? [al telefono]

もっと も￢っと di più

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す ricevere

もりあがります 【もりあがる】 もりあがりま￢す destare entusiasmo, salire di tono

やきゅう やきゅう￣ baseball

やくそく（します） （【する3】） やくそく￣
(fissare un) appuntamento,
promessa/promettere

やっぱり／やはり やっぱ￢り／やは￢り eppure, tutto sommato, come immaginavo

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]

やります 【やる1】 やりま￢す fare

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

ゆうめい（な） 有名(な) ゆうめい￣ famoso

ゆたか（な）（ゆたかさ） 豊か(な)(豊かさ) ゆ￢たか ricco, ricchezza

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

よかったら よ￢かったら se gradisce, se gradisci
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か ことば かんじ アクセント イタリアご スクリプト

よく よ￢く spesso

よく よ￢く bene

よし ――― Bravo!, Va bene! ス

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

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す leggere

よわい 弱い よわ￢い debole

らいげつ 来月 ら￢いげつ il mese prossimo

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ la settimana prossima

ラグビー ラ￢グビー rugby

りゆう 理由 りゆう￣ motivo

ルール ル￢ール regola, regolamento, norma

レポート レポート￣、レポ￢ート rapporto, tema, tesina

わかい 若い わか￢い giovane

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

わくわくします 【わくわくする3】 わくわくしま￢す essere eccitato

わたし 私 わたし￣ io

わたしたち 私たち わたし￢たち noi

ああ ――― ah

アイティー／ＩＴ アイティ￢ー IT [tecnologia dell'informazione]

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い luminoso, chiaro

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

あたらしい 新しい あたらし￢い nuovo

あたり あ￢たり dintorni, vicinanze

あに 兄 あ￢に (mio) fratello maggiore

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ anime, cartoni animati

アパート アパ￢ート appartamento, condominio

あぶない 危ない
あぶない￣、
あぶな￢い

pericoloso

あんぜん（な） 安全(な) あんぜん￣ sicuro, senza pericolo

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ no

いえ 家 いえ￢ casa

いか／～いか ～以下 い￢か meno di, non superiore a

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]

いじょう／～いじょう ～以上 い￢じょう più di, maggiore di

いっこだて 一戸建て いっこだて￣ casa indipendente

いぬ いぬ￢ cane ス

イベント イベント￣ evento

いま 今 いま￢ ora, adesso

いろいろ（な） (色々(な)） いろいろ￣ vario

インターネット インターネ￢ット internet

うえ 上 うえ￣、うえ￢ su, sopra

うるさい うるさ￢い rumoroso

ええ ――― sì

えん／～えん ～円 ――― yen

おおい 多い お￢おい tanto, molto, numeroso

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

おきます 【おく1】 おきま￢す posare

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

おきゅうりょう（きゅうりょう） お給料 おきゅ￢うりょう stipendio, salario [onorifico di "きゅうりょう"] ス

おしゃれ（な） おしゃ￢れ alla moda, elegante

おちつきます 【おちつく1】 おちつきま￢す tranquillizzarsi, stabilirsi

おふろ（ふろ） おふ￢ろ bagno, vasca da bagno [onorifico di "ふろ"]

おんせん 温泉 おんせん￣ terme

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ società, azienda
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か ことば かんじ アクセント イタリアご スクリプト

かいます　（ペットを） 【かう1】 かいます かいま￢す tenere, avere (un animale domestico)

かいもの 買い物 かいもの￣ compere, spese

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 tornare, rientrare

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す tornare

かかります（じかんが） 【かかる1】 かかりま￢す occorrere, volerci [tempo]

かぞく 家族 か￢ぞく famiglia

がっこう 学校 がっこう￣ scuola

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

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

かわの／かわのさん 川野／川野さん
か￢わの／
か￢わのさん

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

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

かんきょう 環境 かんきょう￣ ambiente

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す chiedere

きにいります 気に入ります きにいりま￢す piacere a, contento di

きむら／きむらさん 木村／木村さん きむら￣／きむらさん￣ Kimura, Sig.(ra) Kimura [cognome giapponese]

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す decidere

きゃく 客 きゃく￣ visitatore, ospite, cliente

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]

きゅうりょう 給料 きゅ￢うりょう stipendio, salario

きょねん 去年 きょ￢ねん l'anno scorso

きれい（な） き￢れい bello, pulito

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

くるま 車 くるま￣ automobile

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

こうえん 公園 こうえん￣ parco

こうがい 郊外 こ￢うがい periferia

こうつう 交通 こうつう￣ circolazione, trasporto

ここ ここ￣ qui

コスプレ コスプレ￣
cosplay [costume play, indossare un costume
da personaggio riconoscibile]

こと (事) こと￢ qui

こども 子ども こども￣ bambino

この この￣ questo [aggettivo]

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

これから これから￣ d'ora in poi, adesso

こんな こんな￣ così, come questo

コンピューター コンピュ￢ーター computer

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

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]

さがします 【さがす1】 さがしま￢す cercare

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

ざんぎょう ざんぎょう￣ lavoro straordinario

じかん 時間 じかん￣ tempo

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

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

しぜん 自然 しぜん￣ natura

しない 市内 し￢ない nella città, in città, urbano

じぶん 自分 じぶん￣ sé

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ allora

シャワー シャ￢ワー doccia

じゅん じゅん￣ ordine
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しょうがくせい 小学生 しょうがく￢せい studente di scuola elementare ス

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

じょうけん じょうけ￢ん condizione

じょうけんけい (条件形) じょうけんけい￣ forma condizionale

しょうたい（します） （【する3】） 招待(します) しょ￢うたい invito/invitare

しります 【しる1】 知ります しりま￢す conoscere

スーパー ス￢ーパー supermercato

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す troppo

すくない 少ない すくな￢い poco

すこし 少し すこ￢し un po', poco

ストレス スト￢レス stress

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す vivere, abitare

せいかつ（します） （【する3】） 生活(します) せいかつ￣ vita/vivere

せまい せま￢い stretto, piccolo

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ tutto ス

そこ ――― lì/là, quel luogo

それ それ￣
quello [indica ciò che è vicino a chi ascolta,
pronome]

それで それで￣ e, e poi

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

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

たかい 高い たか￢い caro, costoso

たくさん（あります） たくさん￣ molto, tanto [oggetti]

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]

たのしみ 楽しみ たのし￢み piacere, non veder l'ora

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

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す mangiare

ため ため￢ per, dedicato a

だれか だ￢れか qualcuno

だんだん だんだん￣ gradualmente

ちいさい 小さい ちいさ￢い piccolo

ちかい（ちかさ） 近い(近さ) ちか￢い vicino (vicinanza)

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

ちゅうしゃじょう 駐車場 ちゅうしゃじょう￣ parcheggio

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

つうきん（します） （【する3】） 通勤(します) つうきん￣ spostamento casa-lavoro, (fare il) pendolare

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す utilizzare

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

つとめます 【つとめる2】 勤めます つとめま￢す lavoro per

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 uscire fuori

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

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

てんきん（します） （【する3】） (転勤(します)） てんきん￣ trasferimento/essere trasferito in un'altra sede

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ treno

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

どうして ど￢うして perché

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ animale ス

とおい 遠い とおい￣、とお￢い lontano

ときどき (時々) ときどき￢ qualche volta, talvolta

どこ ど￢こ dove

ところ (所) ところ￢ posto

としん 都心 としん￣ centro città
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どちら ど￢ちら dove, quale [formale di "どこ", "どれ"]

とても／とっても とても￣／とっても￣ molto

とも／～とも（ふたりとも） ～とも￣ tutti e ～, entrambi ス

どれ ど￢れ
quale [per indicare uno da un numero limitato di
elementi maggiore di tre]

どんどん ど￢んどん continuamente, l'uno dopo l'altro, rapidamente

どんな ど￢んな che tipo di

ながの 長野 な￢がの Nagano [città del Giappone]

なにも 何も なにも￣ niente

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す allineare, sistemare

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

にわ 庭 にわ￣ giardino

ねこ ね￢こ gatto ス

ねん／～ねん ～年 ――― suffisso per anno

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

Norika, Sig.ra Norika [nome giapponese]

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

のんびりします 【のんびりする3】 のんび￢りします rilassarsi

バーベキュー バーベ￢キュー grigliata, barbecue

ばしょ 場所 ばしょ￣ luogo

バス バ￢ス autobus

はなれます 【はなれる2】 はなれま￢す lontano, in disparte, essere distante da

はは 母 は￢は (mia) madre

はやい（はやく） 早い(早く) はや￢い presto, subito

はんたい はんたい￣ contrario, opposto

ひき／～ひき ――― suffisso contatore per animali

びじゅつかん 美術館 びじゅつ￢かん museo/galleria d'arte ス

ひっこし（します） （【する3】） ひっこし￣ (fare un) trasloco

ひっこします 【ひっこす1】 ひっこしま￢す traslocarsi, trasferirsi

ひとり 1人／一人 ひと￢り una persona

びょういん 病院 びょういん￣ ospedale, clinica

びょうき 病気 びょうき￣ malattia

ひる 昼 ひる￢ giorno

ひろい（ひろさ） 広い(広さ) ひろ￢い esteso/ampio/estensione, ampiezza, grandezza

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す aumentare

ふく 服 ふく￢ vestito

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

ふべん（な） 不便(な) ふ￢べん scomodo

ふるい 古い ふる￢い antico, vecchio

ふるさと ふる￢さと paese natio

へいじつ 平日 へいじつ￣ giorno feriale

ペット ペ￢ット animale domestico

へや 部屋 へや￢ stanza

へります 【へる1】 へりま￢す diminuire

べんり（な）（べんりさ） 便利(な)(便利さ) べ￢んり conveniente, comodo

ほしい ほし￢い desiderato, desidero ス

ほん 本 ほ￢ん libro

まいにち 毎日 ま￢いにち ogni giorno

まず ま￢ず innanzitutto ス

まだ ま￢だ non ancora

まわり まわり￣ dintorni, vicinanze

まん／～まん ～万 ま￢ん diecimila

マンガ マンガ￣ manga, fumetti

マンション マ￢ンション appartamento, condominio
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みせ 店 みせ￢ negozio

みつかります 【みつかる1】 見つかります みつかりま￢す essere trovato

みんな みんな￢ tutti [informale di "みなさん"]

むり（な） む￢り impossibile

メモ メ￢モ appunto

もし も￢し se

もんだい 問題 もんだい￣ problema

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

やさい 野菜 やさい￣ verdure

やすい（やすく） 安い(安く) やす￢い economico

やちん 家賃 や￢ちん affitto

やっと やっと￣ finalmente

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

よる 夜 よ￢る notte

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

りょうしん 両親 りょ￢うしん genitori

りょうり 料理 りょ￢うり piatto, cucina

レストラン レ￢ストラン ristorante

あいます 【あう1】 合います あいま￢す abbinarsi bene

あきます 【あきる2】 あきま￢す stufarsi di, stancarsi di

あじ 味 あじ￣ sapore

あじわいます 【あじわう1】 味わいます あじわいま￢す gustare

あまい あまい￣、あま￢い dolce

い 胃 い stomaco

いかが いか￢が come [formale di "どう"]

イギリス イギリス￣ Inghilterra

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

いちにち １日 いちにち￢、いちにち￣ giornata

いちばん 一番 いちばん￣ il/la più (aggettivo)

いつも い￢つも sempre

いのち い￢のち elemento determinante, vita

いみ 意味 い￢み significato ス

いやあ ――― beh ス

インド イ￢ンド India

インドじん インド人 インド￢じん indiano [persona]

インドネシア インドネ￢シア Indonesia

うすい うすい￣ leggero, delicato [sapore]

うどん うどん￣ udon [spaghettoni di farina di frumento]

おいしい おいしい￣、おいし￢い squisito, buono

おおきい 大きい おおき￢い grande

オーストラリア オーストラ￢リア Australia

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 australiano [persona]

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

おくち（くち） お口 おくち￢ bocca, palato [onorifico di "くち"] ス

おこめ（こめ） お米 おこめ￣ riso [onorifico di "こめ"]

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

おちゃ お茶 おちゃ￣ tè [onorifico di "ちゃ"]

おはな（はな） お花 おはな￣ fiore [onorifico di "はな"] ス

おやこどん 親子どん おやこどん￣ oyakodon [ciotola di riso con pollo e uova]

かいがい 海外 か￢いがい estero

がいこく 外国 がいこく￣ paese estero

がいしょく 外食 がいしょく￣ mangiare fuori

かき かき￣ cachi/kaki

3
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カップラーメン カップラ￢ーメン cup noodles

かてい 家庭 かてい￣ casa, famiglia

ガドガド ガドガド￣ gado gado [piatto tipico indonesiano]

からだ 体 からだ￣ corpo

カリー カリー￣ curry [altro modo di chiamare "カレー"]

かるい 軽い かるい￣、かる￢い leggero ス

かわい／かわいさん 川井／川井さん
かわい￣／
かわいさん￣

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

かんこく 韓国 か￢んこく Corea ス

き 木 き￢ albero ス

ききます（スパイスが） 【きく1】 ききます ききま￢す farsi sentire, fare effetto (spezie)

きらい（な） きらい￣ odiato, detestato

きをつけます 気をつけます きをつけま￢す fare attenzione a

きんじょ 近所 き￢んじょ vicinato

キンパ キ￢ンパ kimbap [sushi roll coreano]

くすり くすり￣ farmaco, medicinale ス

くだもの くだ￢もの frutta

くち 口 くち￣ bocca

くちにあいます (口に合います) くちにあいま￢す essere gradevole al gusto

くに 国 くに￣、～くに￢ paese

けんこう 健康 けんこう￣ salute

こうべ 神戸 こ￢うべ Kobe [città del Giappone]

こくさいしょく 国際色 こくさ￢いしょく internazionalità

こたえ 答え こた￢え risposta

ごちそう ごちそう￣ banchetto, leccornia

ごはん ご飯 ご￢はん riso bianco, pasto

こめ 米 こめ￢ riso [crudo]

さあ ―――
avanti, su, dai [per sollecitare qualcuno], uhm,
bah, boh, Non saprei.

ざいりょう 材料 ざいりょ￢う ingrediente

さかな 魚 さかな￣ pesce

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

ジャム ジャ￢ム marmellata

しゅう 週 しゅ￢う settimana

しょく 食 しょく￣ alimentazione, pasto

しょく／～しょく ～食 ～しょく￣ suffisso per pasto

しょくじ 食事 しょくじ￣ pasto

しょくせいかつ 食生活 しょくせ￢いかつ regime alimentare

しょっぱい しょっぱ￢い salato

しろい 白い しろ￢い bianco

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

すききらい 好ききらい すき￢きらい preferenze

スターフルーツ スターフル￢ーツ
averrhoa carambola [frutto che ha la forma di
stella diffuso in tutto il Sud-est asiatico]

スパイス スパ￢イス spezie

ぜいたく（な） ぜいた￢く lussuoso

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ per niente

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク bevanda analcolica, bibita

タイ タ￢イ Thailandia

たべもの 食べ物 たべ￢もの cibo

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す diverso

ちば 千葉 ち￢ば Chiba [città del Giappone]

ちゅうしょく 昼食 ちゅうしょく￣ pranzo, pasto di mezzogiorno

ちょうし 調子 ちょうし￣ condizione

ちょうしょく 朝食 ちょうしょく￣ la prima colazione
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つま 妻 つ￢ま (mia) moglie

ていしょく 定食 ていしょく￣ pasto a prezzo fisso, menu fisso

できるだけ できるだけ￣ il più possibile

デパート デパ￢ート grande magazzino, centro commerciale

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

どうしても どうして￢も assolutamente, ad ogni costo

どうぞ ど￢うぞ prego

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

トースト ト￢ースト toast, pane tostato

ドリンク ドリ￢ンク bevanda

トルコ ト￢ルコ Turchia

ドルマ ド￢ルマ dolma (cibo tipico della cucina levantina)

とんかつ とんかつ￣ cotoletta di maiale

なつかしい なつかし￢い nostalgico

なっとう なっと￢う natto [soia bollita e fatta fermentare]

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

なにか 何か な￢にか qualcosa

なれます 【なれる2】 なれま￢す abituarsi

におい にお￢い odore, profumo

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

にくじゃが 肉じゃが にくじゃが￣ nikujaga [stufato giapponese di carne e patate]

にち／～にち ～日 ――― suffisso per giorno

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん giapponese [persona]

にもの にもの￣ nimono [cibi cotti e conditi]

ねだん ねだん￣ prezzo

のこします 【のこす1】 のこしま￢す lasciare

のみもの 飲み物 のみ￢もの bevanda ス

のり のり￢ alga marina

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

はじめ 始め はじめ￣ inizio

バンコク バ￢ンコク Bangkok [città della Thailandia]

はんとし 半年 はんとし￢ sei mesi, semestre

はんぶん 半分 はんぶ￢ん metà, mezzo

ひきます（せんを） 【ひく1】 ひきま￢す tracciare (una linea)

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ persona

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん pranzo

フィッシュ アンド チップス
フィッシュ アンド チ￢ップ
ス

fish and chips

ふつう ふつう￣ normale, indifferente

ぶどう ぶどう￣ uva

ベジマイト ベジマ￢イト vegemite [crema salata spalmabile]

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

ほとんど ほと￢んど quasi, quasi tutto

まち 町 まち￢ città

みそしる みそし￢る zuppa di miso

みため 見た目 みため￣ apparenza

みなさん みな￢さん tutti ス

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

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

もの もの￢ oggetto, cosa

もも もも￣ pesca [frutta]

やきざかな やき魚 やきざ￢かな pesce alla griglia

やせます 【やせる2】 やせま￢す dimagrire ス
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ゆうしょく 夕食 ゆうしょく￣ cena

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

りょう 量 りょ￢う quantità

わあ ――― wow ス

わしょく 和食 わしょく￣ cucina giapponese

わだ／わださん 和田／和田さん わだ￣／わださん￣ Wada, Sig.(ra) Wada [cognome giapponese]

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

あがります 【あがる1】 (上がります) あがりま￢す salire, entrare (in casa)

あし 足 あし￢ piede, gamba

あたたかい（あたたかく） あたたか￢い affettuoso, caloroso

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

あね 姉 あね￣ (mia) sorella maggiore

アメリカ アメリカ￣ America, Stati Uniti

あら ――― oh [espressione soprattutto femminile] ス

あれ あれ￣
quello [indica ciò che è lontano sia da chi parla
che da chi ascolta, pronome]

いけばな 生け花 いけ￢ばな ikebana [composizione floreale]

いちば 市場 い￢ちば mercato

いつごろ いつごろ￣ più o meno quando

いらっしゃい いらっしゃい￣ benvenuto

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す venire [onorifico di "くる"]

インドネシアご インドネシア語 インドネシアご￣ indonesiano [lingua]

うた 歌 うた￢ canzone

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す cantare ス

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

えいご 英語 えいご￣ inglese [lingua]

エンジニア エンジ￢ニア ingegnere

おい ――― Ehi!

おかあさん お母さん おか￢あさん (sua/tua) madre

おかげ おかげ￣ grazie a

おきゃくさま お客様
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

cliente, ospite, visitatore [onorifico di "きゃく",
equivalente di "おきゃくさん"]

おくさん お￢くさん (sua/tua) moglie

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す mandare

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

おじいさん おじ￢いさん (suo/tuo) nonno

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す insegnare

おします 【おす1】 おしま￢す premere

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

おっと 夫 おっと￣ (mio) marito

おとうさん お父さん おと￢うさん (suo/tuo) padre

おどり おどり￣ ballo, danza

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

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

(sua/tua) sorella maggiore, sorellona [rivolto ai
propri familiari]

おねがい（ねがい） お願い おねがい￣ favore [onorifico di "ねがい"] ス

おはな お花 おはな￣
arte di disporre i fiori [equivalente di "いけばな
"]

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す ricordare, memorizzare

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

おもいで 思い出 おもいで￣ ricordo

おんがく 音楽 お￢んがく musica

かざります 【かざる1】 かざりま￢す decorare, esporre

かします 【かす1】 貸します かしま￢す prestare

4
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かずお／かずおさん
かずお￣／
かずおさん￣

Kazuo, Sig. Kazuo [nome giapponese]

かない か￢ない mia moglie ス

カメラ カ￢メラ macchina fotografica

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す cambiare

かん／～かん ～観 ～￢かん concezione di, visione di

きかい 機会 きか￢い occasione, opportunità

きょうつう きょうつう￣ comune

ぐうぜん ぐうぜん￣ coincidenza

くつ くつ￢ scarpe

グランドキャニオン グランドキャ￢ニオン Grand Canyon

くれます 【くれる2】 くれま￢す dare, regalare (qualcosa a me)

くわしい くわし￢い conoscere a fondo, intendersi di, dettagliato

けいけん（します） （【する3】） 経験(します) けいけん￣ (fare) esperienza

けしき け￢しき veduta, panorama

げんかん げ￢んかん ingresso

こ 子 こ￣ bambino

ご／～ご ～語 ～ご￣ suffisso per lingua

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

こちら こちら￣ lui/lei [formale]

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

このあいだ (この間) このあいだ￣ recentemente, qualche tempo fa, l'altro giorno

ごめんください ごめんくださ￢い Buongiorno., Buonasera., Permesso?

ごりょうしん（りょうしん） ご両親 ごりょ￢うしん (suoi/tuoi) genitori

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￣

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

さびしい さびし￢い triste, mancare, sentire la mancanza

シーディー ＣＤ シーディ￢ー CD

しびれます 【しびれる2】 しびれま￢す intorpidirsi, formicolare

ジャカルタ ジャカルタ￣ Giacarta [città dell'Indonesia]

しゃしん 写真 しゃしん￣ fotografia

じゃま（します） （【する3】） じゃま￣ disturbo/disturbare

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ indirizzo

じゅけん (受験) じゅけん￣ sostenere un esame ス

しゅじん しゅ￢じん marito, (mio) marito

しゅみ しゅ￢み hobby

しょう／しょうくん しょう/しょうくん しょ￢う／しょ￢うくん Shoo, Sig. Shoo [nome giapponese]

じょうず（な） 上手(な) じょうず￢ bravo, abile

じんせい 人生 じ￢んせい vita

じんせいかん 人生観 じんせ￢いかん concezione della vita

しんせつ（な） 親切(な) し￢んせつ gentile

すごい すご￢い tremendo, terribile, fantastico

すばる 昴 す￢ばる le Pleiadi [nome di canzone giapponese] ス

スリッパ ス￢リッパ、スリ￢ッパ pantofole

すわります 【すわる1】 座ります すわりま￢す sedersi

せいざ 正座 せいざ￣ sedersi sui talloni col busto eretto

そして そして￣ quindi, e

そのころ そのこ￢ろ allora, a quei tempi

そふ そ￢ふ (mio) nonno

そぼ そ￢ぼ (mia) nonna

それでは それで￢は allora, a presto.

だいたい だいたい￣ in genere ス

たすかります 【たすかる1】 (助かります) たすかりま￢す cavarsela, bel sollievo, meno male

たちます 【たつ1】 立ちます たちま￢す alzarsi
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タマ タ￢マ Tama [nome di gatto]

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび compleanno

ちがい ちがい￣ differenza

ちず (地図) ち￢ず mappa ス

つうやく 通訳 つ￢うやく interprete

つながり つながり￣ legame, connessione

つながります 【つながる1】 つながりま￢す legarsi con, essere in relazione con

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 portare con

てづくり 手作り てづ￢くり fatto a mano, fatto in casa

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

でんわばんごう 電話(番号) でんわば￢んごう numero di telefono

どうも ど￢うも Ciao. Buongiorno. Buonasera.

とくに (特に) と￢くに specialmente, soprattutto

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

なまえ 名前 なまえ￣ nome

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

にほんご 日本語 にほんご￣ giapponese [lingua]

ニャ～ ――― miao ス

ニューヨーク ニューヨ￢ーク New York [città degli Stati Uniti]

にん ～人 ――― suffisso contatore per persone

ぬぎます 【ぬぐ1】 ぬぎま￢す togliersi (scarpe e vestiti), spogliarsi

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

ねんせい／～ねんせい ～年生 ～ね￢んせい suffisso per grado scolastico ス

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す entrare

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

はじめて 初めて はじ￢めて per la prima volta

はじめまして はじめま￢す Piacere!

はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す lavorare

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す parlare

はは／ははは ――― ah ah ah [risata] ス

ひかる／ひかるさん
ひかる￣／
ひかるさん￣

Hikaru, Sig.ra Hikaru [nome giapponese]

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

ひろしま 広島 ひろしま￣ Hiroshima [città del Giappone]

ふたり ２人／二人 ふたり￢ due persone

ふれます 【ふれる2】 ふれま￢す toccare

ブログ ブログ￣ blog

へえ ――― Eh?, Wow

ベル ベ￢ル campanello

ほうもん（します） （【する3】） 訪問(します) ほうもん￣ (fare una) visita

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

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

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す aspettare

ママ マ￢マ mamma

むかし むかし￣ passato, vecchi tempi

むすこ むすこ￣ (mio) figlio

むすめ むすめ￢ (mia) figlia

むすめさん むすめさん￣ (sua/tua) figlia

めぐみ／めぐみさん
めぐみ￣／
めぐみさん￣

Megumi, Sig.ra Megumi [nome giapponese]

やく 約～ や￢く～ circa [prefisso]

やさしい やさしい￣、やさし￢い dolce, gentile

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]

ゆっくり ゆっく￢り lentamente
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ようこ／ようこさん よ￢うこ／よ￢うこさん Yooko, Sig.ra Yooko [nome giapponese]

ようこそ よ￢うこそ Benvenuto. ス

よしえ／よしえさん よしえ￣／よしえさん￣ Yoshie, Sig.ra Yoshie [nome giapponese]

よびます 【よぶ1】 よびま￢す chiamare

よびます 【よぶ1】 よびま￢す invitare

らいねん 来年 らいねん￣ l'anno prossimo ス

らく（な） (楽(な)) らく￢ comodo

らくにします (楽にします) らく￢にします mettersi comodo

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

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

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

れい 例 れ￢い esempio

レシピ レ￢シピ ricetta

わすれます 【わすれる2】 忘れます わすれま￢す dimenticare

あいます 【あう1】 会います あいま￢す incontrare

あつまり 集まり あつま￢り incontro, riunione

あつめます 【あつめる2】 集めます あつめま￢す raccogliere

アラビア アラビア￣ Arabia ス

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ arabo [lingua] ス

あれ／あれ？ ――― Come? [espressione per manifestare stupore] ス

いけん 意見 い￢けん opinione

いこうけい (意向形) いこうけい￣ forma volitiva

いちばん 一番 いち￢ばん il migliore, il più, il numero uno

いつつ ５つ／五つ いつ￢つ cinque [contatore per cinque oggetti]

いままでに 今までに いまま￢でに fino ad ora ス

うけます（しけんを） 【うける2】 受けます(試験を) うけま￢す sostenere (un esame)

うらやましい うらやまし￢い invidioso, geloso

うん ――― sì [informale di "はい"]

えんげき えんげき￣ teatro

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す fare tardi

おなじ 同じ おなじ￣ stesso, uguale

がいこくご 外国語 がいこくご￣ lingua straniera

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん straniero

かいわ 会話 かいわ￣ conversazione

カフェ カ￢フェ caffè, bar, sala da tè

かよいます 【かよう1】 通います かよいま￢す frequentare, andare regolarmente

かんけい 関係 かんけい￣ relazione, nesso, concernente

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

ききとり 聞きとり ききとり￣ ascolto ス

ききとります 【ききとる1】 聞きとります ききとりま￢す afferrare, ascoltare e capire

ききます　 【きく1】 聞きます ききま￢す ascoltare

キャラクター
キャラクター￣、
キャ￢ラクター

carattere, personaggio ス

きゅう／～きゅう ～級 ～きゅう￣ livello, grado

きょうかしょ 教科書 きょうか￢しょ libro di testo

クラス ク￢ラス classe

くん／～くん ―――
Sig. [suffisso per chiamare un amico, un collega
o un uomo più giovane in modo amichevole ma
cordiale]

けいかく 計画 けいかく￣ progetto

げいじゅつか 芸術家 げいじゅつか￣ artista

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

コース コ￢ース corso

ごがく 語学 ごがく￣、ご￢がく lingua, studio delle lingue

5
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これ これ￣ questo [pronome]

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

しけん 試験 しけ￢ん esame, prova

しぜん（な） 自然(な) しぜん￣ naturale, spontaneo

しめきり しめきり￣ scadenza

じゅう ～中 ～じゅう￣ durante, dappertutto

じゅこうりょう 受講料 じゅこ￢うりょう tassa di frequenza

じょうきゅう 上級 じょうきゅう￣ livello avanzato

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ romanzo

じょうほう 情報 じょうほう￣ informazione

しょうらい しょ￢うらい futuro

しょきゅう 初級 しょきゅう￣ livello elementare

じょし 女子 じょ￢し ragazza

スペイン スペ￢イン Spagna

スペインご スペイン語 スペインご￣ spagnolo [lingua] ス

せいせき 成績 せいせき￣ voto

せっきょくてき（な） せっきょく的(な) せっきょくてき￣ attivo, in modo intraprendente, attivamente

ぜったい ぜったい￣ assolutamente, sicuramente, a nessun costo

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

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

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

そんな そんな￣ tale

そんなに そんなに￣ così tanto ス

だいがく 大学 だいがく￣ università

タイご タイ語 タイご￣ thailandese [lingua]

たいしょく（します） （【する3】） 退職(します) たいしょく￣ ritiro/ritirarsi, (dare le) dimissioni

たいせつ（な） (大切(な)) たいせつ￣ importante

ただしい（ただしく） 正しい(正しく) ただし￢い corretto, correttamente

たのしい（たのしく） 楽しい(楽しく) たのし￢い piacevole, divertente, gradevole

ためます 【ためる2】 ためま￢す risparmiare, mettere da parte

たんご たんご￣ parola, vocabolo

チャット チャット￣ chat

ちゃんと ちゃんと￣ propriamente, correttamente, adeguatamente ス

ちゅうきゅう 中級 ちゅうきゅう￣ livello intermedio

つうじます 【つうじる2】 通じます つうじま￢す viene compreso, si fa capire

つきます（じしんが） 【つく1】 つきま￢す avere, ottenere (la fiducia)

つづきます 【つづく1】 (続きます) つづきま￢す continuare

てがみ (手紙) てがみ￣ lettera

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

とちゅう とちゅう￣ a metà strada

となり となり￣ vicino, accanto, attiguo

ニュース ニュ￢ース notizia, ultime notizie

ノート ノ￢ート quaderno

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

はずかしがります 【はずかしがる
1】

はずかしがりま￢す vergognarsi, essere timido

はずかしがりや はずかしがりや￣ persona timida

はなし 話 はなし￢ discorso

はなしことば 話しことば はなしこ￢とば lingua parlata

はなしずき（な） 話し好き(な) はなしずき￣ ciarliero, loquace

はやい（はやく） はや￢い veloce

ひかく（します）（【する3】） ひかく￣ paragone/paragonare

ひさしぶり ひさしぶり￣ Da quanto tempo!

ふしぎ ふしぎ￣ strano
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ふふふ ――― ah ah ah [risatina, soprattutto femminile] ス

フラメンコ フラメ￢ンコ flamenco

フランス フランス￣ Francia

フランスご フランス語 フランスご￣ francese [lingua]

ぶんぽう 文法 ぶんぽう￣ grammatica

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 (essere) una bella lezione

ほうほう 方法 ほうほう￣ maniera, modo, metodo

ぼご 母語 ぼ￢ご madre lingua

ほら ――― Guarda! ス

ボランティア ボラ￢ンティア volontario

ほんや 本屋 ほ￢んや libreria

ほんやく（します） （【する3】） 翻訳(します) ほんやく￣ (fare una) traduzione

まだまだ ま￢だまだ non ancora

まちがいます 【まちがう1】 まちがいま￢す sbagliare

まなびます 【まなぶ1】 学びます まなびま￢す studiare, imparare

まね（します） （【する3】） まね￣ imitazione/imitare ス

マンガカフェ マンガカ￢フェ manga café

みかけます 【みかける2】 見かけます みかけま￢す vedere per caso, scorgere

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

みならいます 【みならう1】 見習います みならいま￢す imparare, prendere a esempio

むずかしい 難しい
むずかしい￣、
むずかし￢い

difficile

メキシコ メキシコ￣ Messico ス

もくてき 目的 もくてき￣ scopo, obiettivo, motivo

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

ゆめ ゆめ￢ sogno, desiderio ス

らくだい（します） （【する3】） らくだい￣ bocciatura/essere bocciato

あー ――― eh, uhm ス

あいて 相手 あいて￢ partner

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)

(conoscer)si [verbo riflessivo reciproco]

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

あなた あな￢た tu, Lei

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

questionario

いたい いた￢い doloroso, che dolore! ス

いっしょう 一生 いっしょう￣ vita

いのります 【いのる1】 いのりま￢す pregare

いもうと 妹 いもうと￢ (mia) sorella minore ス

いろ 色 いろ￢ colore ス

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

インタビュー イ￢ンタビュー intervista

うそ う￢そ bugia, Davvero?!, Non ci credo!, Scherzi?!

うふふ ――― ah ah ah [risata soprattutto femminile] ス

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す nascere

うわさ うわさ￣ gossip

えへへ ――― eh eh ス

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

おおきな 大きな お￢おきな grande

おかねもち（かねもち） お金持ち
おかねもち￣、
おかね￢もち

persona ricca [onorifico di "かねもち"]

おしあわせ（しあわせ） お幸せ おしあわせ￣ felicità [onorifico di "しあわせ"]

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

おちます 【おちる2】 おちま￢す cadere ス

おてら（てら） お寺 おてら￣ tempio buddhista [onorifico di "てら"]
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おとこ 男 おとこ￢ uomo, maschio

おととし おと￢とし l'anno prima dell'anno scorso, due anni fa

おどろきます 【おどろく1】 おどろきま￢す meravigliarsi, sorprendersi

おばあさん／おばあちゃん
おば￢あさん／
おば￢あちゃん

(sua/tua) nonna, nonnina [rivolto ai propri
familiari]

おふたり（ふたり） お二人 おふたり￢ due persone [onorifico di "ふたり"]

おみまい（みまい） お見舞い おみまい￣ visita a malato [onorifico di "みまい"]

おめでとう おめでとう￣ Congratulazioni! Auguri!

カード カ￢ード biglietto, scheda

かいだん かいだん￣ scala ス

かじ 家事 か￢じ faccende domestiche

かち 価値 か￢ち valore

かちかん 価値観 かち￢かん senso dei valori

がつ ～月 ――― suffisso per mese

カップ カ￢ップ tazza

かれ 彼 か￢れ lui, fidanzato, ragazzo

かわいい かわい￢い carino

かわいがります 【かわいがる1】 かわいがりま￢す amare, voler bene a, adorare

かわいそう（な） かわいそ￢う povero, misero ス

かんがえ 考え かんが￢え idea

きじ き￢じ articolo

きっかけ きっかけ￣ occasione, motivazione iniziale

きっと きっと￣ sicuramente

きます 【きる2】 着ます きま￢す indossare ス

きまります 【きまる1】 決まります きまりま￢す essere stabilito, deciso

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

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい fratelli e sorelle

きょく きょく￣ musica, brano

ぎんこう 銀行 ぎんこう￣ banca

くらします 【くらす1】 くらしま￢す vivere

くろ 黒 く￢ろ nero ス

ケーキ ケ￢ーキ torta

けが（します） （【する3】） けが￢ ferita/farsi male ス

けっか けっか￣ risultato

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

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

こいびと 恋人 こいびと￣ fidanzato, fidanzata

ごけっこん（けっこん） ご結婚 ごけっこん￣ matrimonio [onorifico di "けっこん"]

ごちそうさま ごちそうさま￣
Grazie per l'ottimo pasto! [espressione usata
alla fine del pasto]

ス

こんやく 婚約 こんやく￣ fidanzamento

さいきん 最近 さいきん￣ recentemente

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

しあわせ 幸せ しあわせ￣ felicità

しき ～式 ～￢しき suffisso per indicare cerimonia

した 下 した￣(～のした￢） sotto

したしい (親しい) したし￢い caro, intimo

しま 島 しま￢ isola

じゅうぶん（な） (十分(な)) じゅうぶ￢ん sufficiente

しゅっせき（します） （【する3】） 出席(します) しゅっせき￣ presenza/presenziare

じゅんび（します） （【する3】） 準備(します) じゅ￢んび preparazione/preparare

しょうたいじょう 招待状 しょうたいじょう￣ lettera d'invito

しょくば 職場 しょくば￣ luogo di lavoro, ufficio

じょせい 女性 じょせい￣ donna, femmina
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しりあいます 【しりあう3】 知り合います しりあいま￢す fare conoscenza con

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ santuario shintoista

すえながい (末長い) すえなが￢い per sempre, per tutta la vita

すがた す￢がた apparenza, immagine

すてき（な） すてき￣ splendido, incantevole

スピーチ スピ￢ーチ discorso

せいかく せいかく￣ carattere, personalità

そーお ――― Oh, davvero?, Ho capito. ス

だい／～だい ～代 ～￢だい suffisso per generazione (es. trentenni, ecc.)

たいくつ（な） たいくつ￣ noioso

だいじ（な） (大事(な)) だいじ￣ importante

たくさん（のひと） たくさ￢ん molte, numerose [persone]

たすけます 【たすける2】 助けます たすけま￢す aiutare

たとえば (例えば) たと￢えば per esempio ス

たぶん た￢ぶん forse

だれ だ￢れ chi

だんじょ 男女 だ￢んじょ uomo e donna

ダンス ダ￢ンス danza

だんせい 男性 だんせい￣ uomo, maschio

ちかごろ 近ごろ ちか￢ごろ recentemente

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

つきあい つき合い つきあ￢い rapporto

つきあいます 【つきあう1】 つき合います つきあいま￢す frequentare, avere una relazione con

であい 出会い であ￢い、であい￣ incontro

できごと (出来事) でき￢ごと avvenimento, accaduto, evento

ながい（ながく） 長い(長く) なが￢い lungo ス

なかがいい な￢かがい￢い in buoni rapporti ス

なぐさめます 【なぐさめる2】 なぐさめま￢す consolare, incoraggiare

なくなります（ひとが） 【なくなる1】 なくなりま￢す scomparire, mancare

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

にます（にています） 【にる2】 にま￢す somigliare

にゅういん（します） （【する3】） 入院(します) にゅういん￣ ricovero/essere ricoverato

ねがい 願い ねが￢い desiderio

ネクタイ ネ￢クタイ cravatta

ばあい (場合) ばあい￣ caso

パーティー パ￢ーティー festa

はげまします 【はげます1】 はげましま￢す incoraggiare

はな 花 はな￢ fiore

ピアノ ピアノ￣ pianoforte

ひきます（ピアノを） 【ひく1】 ひきま￢す suonare, eseguire (il pianoforte)

ビデオ ビ￢デオ video

ブラジル ブラジル￣ Brasile

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

ペア ペ￢ア coppia

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

ぼくたち ぼ￢くたち noi [termine di uso maschile]

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ vero, veramente

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

まさか ま￢さか Ma dai!, Non è possibile!, Neppure per sogno! ス

マドリード マドリ￢ード Madrid [città della Spagna] ス

みつけます 【みつける2】 見つけます みつけま￢す trovare

めずらしい めずらし￢い raro ス

もうします 【もうす1】 もうしま￢す dire [onorifico di "いいます"], "Mi chiamo ～"

もちろん もち￢ろん certamente
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もっていきます 【もっていく1】 持っていきます もっていきま￢す portare

もり／もりさん 森／森さん もり￣／もりさん￣ Mori, Sig.(ra) Mori [cognome giapponese]

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

わーお ――― wow ス

わかれます 【わかれる2】 (別れます) わかれま￢す separarsi

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん colazione

アドバイス ア￢ドバイス consiglio

あやまります 【あやまる1】 あやまりま￢す chiedere scusa

いがい（な） (意外(な)) いがい￣ inaspettato, imprevisto

いっしょうけんめい（な） いっしょうけ￢んめい con molto impegno, con dedizione

いや（な） いや￢ spiacevole, sgradevole ス

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

いれます（コーヒーを） 【いれる2】 入れます いれま￢す preparare, fare (un caffè)

うーん ――― mmh

うしろ (後ろ) うしろ￣ dietro

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￣

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

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

おたがい おたがい￣ l'un l'altro, a vicenda

おや 親 おや￢ genitore

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん impiegato

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す restituire

かえます 【かえる2】 変えます かえま￢す cambiare

かかります（でんわが） 【かかる1】 かかりま￢す ricevere (una telefonata)

かけます（こえを） 【かける2】 かけま￢す chiamare, invitare, parlare

かなしい かなしい￣、かなし￢い triste

かれし／カレシ カレシ￣ ragazzo, fidanzato

きぶん 気分 き￢ぶん stato d'animo, umore

くび くび￣ collo

けんか（します） （【する3】） けんか￣ lite/litigare

こえ こ￢え voce

コーヒー コーヒ￢ー caffè

こころ 心 こころ￢ mente

こんご 今後 こんご￣ da ora in poi, in futuro

こんや 今夜 こ￢んや stanotte

しかたがない (仕方がない) しかたがな￢い Non c'è niente da fare., Pazienza! ス

しかります 【しかる1】 しかりま￢す rimproverare ス

じっと じっと￣ fissamente, attentamente

しばらく しば￢らく per un po' di tempo

しゃかい 社会 しゃ￢かい società

しゃかいじん 社会人 しゃか￢いじん membro della società lavorativa

しゃべります 【しゃべる1】 しゃべりま￢す parlare, chiacchierare

しんじん 新人 しんじん￣ debuttante, nuovo arrivato

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

しんぶん (新聞) しんぶん￣ giornale

しんゆう 親友 しんゆう￣ migliore amico

すずき／すずきさん 鈴木／鈴木さん
すずき￣／
すずきさん￣

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

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す consigliare, suggerire, incoraggiare, indurre

すっきりします 【すっきりする3】 すっきりしま￢す sentirsi leggero, schiarirsi la mente

せっかく せっかく￣ gentilmente, con tanta cura, con grande sforzo

そうだん（します） （【する3】） 相談(します) そうだん￣ (chiedere) consiglio, consultare

そしたら そした￢ら dopo, e poi, allora

そば そ￢ば
soba, vermicelli giapponesi [fatti con farina di
grano saraceno]
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それより それよ￢り a parte quello, a proposito

だから だ￢から perciò

たて た￢て verticale

タバコ タバコ￣ tabacco, sigaretta

ちちおや 父親 ちちおや￣ padre ス

つづけます 【つづける2】 (続けます) つづけま￢す continuare [qualcosa]

つらい つらい￣ duro, penoso, dispiacere ス

とうこう（します） （【する3】） とうこう￣
collaborazione/collaborare con articoli,
post/postare (per giornale, sito, ecc)

ドクター ド￢クター dottore

ながでんわ 長電話 ながで￢んわ lunga telefonata

なくなります（げんきが） 【なくなる
1】

なくなりま￢す perdere (il vigore, la vivacità)

なまいき（な） (生意気(な)) なまいき￣ presuntuoso, arrogante, impertinente

なやみ なやみ￢ preoccupazione, problema

なやみます 【なやむ1】 なやみま￢す tormentarsi, preoccuparsi

なんだか な￢んだか non so perché ma, un po'

にんげん 人間 にんげん￣ essere umano, uomo

にんげんかんけい 人間関係 にんげんか￢んけい relazioni umane, relazioni interpersonali

にんずう 人数 に￢んずう numero di persone

ねえ ――― ehi, Senti! ス

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

ねむります 【ねむる1】 ねむりま￢す dormire, addormentarsi

のみかい 飲み会 のみかい￣ festa alcolica

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す bere

のります（そうだんに） 【のる1】 のりま￢す dare (un consiglio) ス

はあ ――― eh…, sì… ス

はっきり はっき￢り chiaramente, distintamente

ハッピー（な） ハ￢ッピー felice

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す pagare

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

ひどい ひど￢い terribile

ふあん 不安 ふあん￣ ansia, preoccupazione

ふう ――― uff [sospiro] ス

ふうん／ふーん ――― uhm

ふります 【ふる1】 ふりま￢す agitare, scuotere

へんじ (返事) へんじ￢ risposta

ホーム ホ￢ーム binario

まもります 【まもる1】 まもりま￢す difendere, tutelare, mantenere, osservare

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す perdersi, essere incerto

むせきにん（な） むせ￢きにん irresponsabile ス

め 目 め￢ occhi

やすみ 休み やすみ￢ (giorno di) riposo

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

よこ よこ￣ accanto

ランキング ランキング￣ classifica, graduatoria

リサ／リサさん リ￢サ／リ￢サさん Risa, Sig.ra Risa [nome giapponese]

れんあい 恋愛 れんあい￣ amore

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す ridere, sorridere

わりかん わりかん￣ divisione delle spese, pagare alla romana

あいます（ひどいめに） 【あう1】 あいま￢す avere (una terribile esperienza)

あきます 【あく1】 (開きます) あきま￢す aprirsi

あけます 【あける2】 (開けます) あけま￢す aprire

アナウンス
アナ￢ウンス、
アナウ￢ンス

annuncio
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あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す lavare

いき／～いき ～行き ～いき￣ diretto a, per, che va a

いましばらく 今しばらく いましば￢らく per un po' di tempo

うけつけ 受付 うけつけ￣ accettazione, reception

エアコン エアコン￣ condizionatore d'aria

えいが 映画 えいが￣、え￢いが film

えー ――― uhm, vediamo ス

ええと／ええっと ――― uhm, vediamo

エーン ――― waaaah [pianto]

エレベーター エレベ￢ーター ascensore

エンジン エ￢ンジン motore

おいそぎ お急ぎ おいそぎ￣ fretta

おこります 【おこる1】 (起こります) おこりま￢す succedere

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

おゆ（ゆ） お湯 おゆ￣ acqua calda [onorifico di "ゆ"]

おります 【おりる2】 おりま￢す scendere

おわすれもの（わすれもの） お忘れ物 おわすれもの￣
oggetto smarrito/dimenticato [onorifico di "わ
すれもの"]

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 ufficio oggetti smarriti

かいし（します） （【する3】） 開始(します) かいし￣ inizio/iniziare

ガイドブック ガイドブ￢ック guida turistica [libro]

カウンター カウンター￣ bancone ス

かけます（めいわくを） 【かける2】 かけま￢す creare (dei problemi)

かた 方(このあたりの) かた￢ persona (di zona)

かばん かばん￣ borsa

きえます（でんきが） 【きえる2】 きえま￢す spegnersi (la luce)

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

ぎじゅつしゃ 技術者 ぎじゅつ￢しゃ ingegnere, tecnico ス

ゲート ゲ￢ート uscita d'imbarco, ingresso

ゲーム ゲ￢ーム videogioco

けします （でんきを）【けす1】 けしま￢す spegnere

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

こうくう ～航空 ～こ￢うくう ～ Airlines, linea aerea

ごうしつ ～号室 ～ご￢うしつ suffisso contatore per numerazione di stanza

こくさい～ 国際～ こくさい￣～ internazionale

ごご 午後 ご￢ご pomeriggio

こしょう（します） （【する3】） 故障(します) こしょう￣ (avere un) guasto

ごとうじょう（とうじょう） ご搭乗 ごとうじょう￣ imbarco [onorifico di "とうじょう"]

ごめいわく（めいわく） ごめ￢いわく disturbo, fastidio [onorifico di "めいわく"]

コメント コメント￣ commento

ごりよう（りよう） ご利用 ごりよう￣ uso, utilizzo [onorifico di "りよう"]

サイン サ￢イン segno, indicazione

じ ～時 ～￢じ suffisso per ora

じどうし 自動詞 じど￢うし verbo intransitivo

しまります 【しまる1】 しまりま￢す chiudersi

しめます 【しめる2】 しめま￢す chiudere

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

しゅっぱつゲート 出発ゲート しゅっぱつゲ￢ート uscita d'imbarco

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

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ interruttore ス

スーツケース スーツケ￢ース valigia

すごします 【すごす1】 すごしま￢す trascorrere

スタッフ スタ￢ッフ personale
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せつめい（します） （【する3】） 説明(します) せつめい￣ spiegazione/spiegare

センター セ￢ンター centro [struttura]

そうじ そうじ￣ pulizia ス

それから それから￣ dopo, e poi

たいへん (大変) たいへん￣ molto ス

たずねます 【たずねる2】 たずねま￢す chiedere, domandare ス

たてます（けいかくを） 【たてる2】 立てます(計画を) たてま￢す (fare un) piano

たどうし 他動詞 たど￢うし verbo transitivo

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

チェック（します） （【する3】） チェ￢ック (fare un) controllo

チェックイン（します） （【する3】） チェックイ￢ン (fare il) check in

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

つきます（でんきが） 【つく1】 つきま￢す accendersi

つけます（でんきを） 【つける2】 つけま￢す accendere

て 手 て￢ mano

ていねいたい (丁寧体) ていねいたい￣ forma cortese

てつづき 手続き てつ￢づき procedura

でてきます 【でてくる3】 出てきます でてきま￢す uscire

でんき 電気 で￢んき luce, elettricità

ドア ド￢ア porta

トイレ ト￢イレ toilette, bagno

とうじょう 搭乗 とうじょう￣ imbarco

とうちゃく（します） （【する3】） 到着(します) とうちゃく￣ arrivo/arrivare

どこか ど￢こか da qualche parte

とにかく と￢にかく ad ogni modo, comunque

とびます 【とぶ1】 (飛びます) とびま￢す volare

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す fermare, sospendere, chiudere

とめます 【とめる2】 止めます とめま￢す fermare, sospendere, chiudere (qualcosa)

トラブル トラ￢ブル problema

どろぼう どろぼう￣ ladro

ないよう ないよう￣ contenuto

なか 中 な￢か in, dentro

ながれます 【ながれる2】 ながれま￢す scorrere, defluire

なきます 【なく1】 なきま￢す piangere

なぜ な￢ぜ perché

にげます 【にげる2】 にげま￢す scappare

にっき にっき￣ diario

にもつ 荷物 に￢もつ valigia

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

パスポート パスポ￢ート passaporto

パリ パ￢リ Parigi [città della Francia]

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

ばん／～ばん ～番 ――― suffisso contatore per numerazione

ひこうき 飛行機 ひこ￢うき aereo, aeroplano

びん／～びん ～便 ～びん￣ suffisso per numero di volo

ふつうたい ふつうたい￣ forma informale

フライト フライト￣ volo (d'aereo)

へた（な） (下手(な)) へた￢ poco abile, inesperto, maldestro

ベッド ベ￢ッド letto

へんこう 変更 へんこう￣ cambiamento, modifica

ホッ ――― [sospiro di sollievo]

ホテル ホ￢テル hotel

マッサージ マッサ￢ージ massaggio

まど ま￢ど finestra
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みおくり 見送り みおくり￣ accompagnare

みず 水 みず￣ acqua

みなみ 南 みなみ￣ sud

もうすぐ もうす￢ぐ fra poco

よてい 予定 よてい￣ programma, piano

りよう 利用 りよう￣ uso

れいな／れいなさん
れ￢いな／
れ￢いなさん

Reena, Sig.ra Reena [nome giapponese]

れきし 歴史 れきし￣ storia

ロンドン ロ￢ンドン Londra [città d'Inghilterra] ス

わすれもの 忘れ物 わすれもの￣ oggetto smarrito, oggetto dimenticato

わびます 【わびる2】 わびま￢す chiedere scusa, scusarsi

アジア ア￢ジア Asia

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

あらわします 【あらわす1】 あらわしま￢す esprimere, dimostrare

ある あ￢る uno, un certo

いえいえ ――― no no

いままで 今まで いまま￢で finora

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す esserci [persone] [onorifico di "いる"]

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ Benvenuto. Che desidera? [negozio/ristorante]

うります 【うる1】 売ります うりま￢す vendere

えいぎょう 営業 えいぎょう￣ commerciale, vendite

えいぎょうぶ 営業部 えいぎょ￢うぶ reparto commerciale ス

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す scegliere

おなまえ（なまえ） お名前 おなまえ￣ nome [onorifico di "なまえ"] ス

おもに お￢もに principalmente

おやくそく（やくそく） おやくそく￣ appuntamento [onorifico di "やくそく"]

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す finire

か／～か ～課 ～か￣ suffisso per ufficio, sezione

かいがいじぎょう 海外事業 かいがいじ￢ぎょう affari esteri [di azienda]

かいがいじぎょうか 海外事業課 かいがいじぎょうか￣ ufficio degli affari esteri [di azienda] ス

かいぎ 会議 か￢いぎ riunione

がいしゃ／～がいしゃ ～会社 ～が￢いしゃ società, ditta, impresa, compagnia

かお かお￣ faccia, viso ス

かぜ かぜ￣ vento

かつどう 活動 かつどう￣ attività

かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく turista

きかい 機械 きか￢い macchina, macchinari

きかく 企画 きかく￣ progetto, programma

きかくか 企画課 きかくか￣ ufficio di progettazione ス

きちんと きち￢んと precisamente, puntualmente, propriamente

キャプテン キャ￢プテン capitano (di una squadra)

きょうりょく（します） （【する3】） 協力(します) きょうりょく￣ collaborazione/collaborare

きんゆう 金融 きんゆう￣ finanza, finanziamento

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

けいり 経理 け￢いり contabilità

けんせつ 建設 けんせつ￣ costruzione

こうじょう (工場) こうじょ￢う fabbrica ス

こうどう (行動) こうどう￣ azione, comportamento

こうほう 広報 こ￢うほう relazioni pubbliche

さま (～様) ――― suffisso per nome [onorifico di "さん"] ス

ししゃ 支社 し￢しゃ filiale

システム シ￢ステム sistema ス

しつもん（します） （【する3】） 質問(します) しつもん￣ domanda/domandare

9
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しゃいん 社員 しゃ￢いん dipendente (di una ditta)

しゅうかつ 就活 しゅうかつ￣ caccia al posto/ricerca del posto (di lavoro)

しゅうしょく 就職 しゅうしょく￣ ottenere un impiego

じょうし 上司 じょ￢うし superiore, capo

しょうしょう 少々 しょ￢うしょう un po'

しょくひん 食品 しょくひん￣ alimento, cibo

しりょう し￢りょう documento, materiale

しんらい（します） （【する3】） 信頼 しんらい￣ (avere) fiducia, fidarsi di

せかい 世界 せ￢かい mondo

そうむ 総務 そ￢うむ affari generali

そうむか 総務課 そうむか￣ ufficio affari generali

ソフトウェア ソフトウェ￢ア software ス

たいりょく 体力 た￢いりょく forza fisica

たしか（な） た￢しか certamente, sicuramente

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 aiutarsi a vicenda

ただいま (ただ今) ただ￢いま ora

たんとう（します） （【する3】） 担当(します) たんとう￣ (assumere un) incarico, occuparsi di

つごう つごう￣ circostanze, convenienza

ていねい（な） て￢いねい cortese, gentile

どうも ど￢うも (grazie) tante/molte/mille

どうりょう 同僚 どうりょう￣ collega

とおして (通して) と￢おして tramite

とくい（な） とく￢い bravo

どの ど￢の quale [tra tre e più]

とりつぎます 【とりつぐ1】 とりつぎま￢す comunicare, passare la telefonata

パートタイム パートタ￢イム part-time

はじめに はじめに￣ all'inizio, innanzi tutto

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 discutere

ひきます（かぜを） 【ひく1】 ひきま￢す avere, prendere (un raffreddore)

ひしょ ひ￢しょ segretario

ぶ／～ぶ ～部 ～￢ぶ suffisso per reparto, divisione

ふくそう 服そう ふくそう￣ abbigliamento

ぶつりゅう 物流 ぶつりゅう￣ logistica, distribuzione fisica (dei prodotti)

フリーランス フリ￢ーランス freelance, indipendente

ふんいき ふんい￢き atmosfera

ほう ――― beh, ah ス

ほうこく（します） （【する3】） 報告(します) ほうこく￣ (fare) rapporto

ぼしゅう（します） （【する3】） 募集 ぼしゅう￣ reclutamento

まいります 【まいる1】 まいりま￢す venire [onorifico di "きます"]

むらた／むらたさん 村田／村田さん
むらた￣／
むらたさん￣

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

もとめます 【もとめる2】 もとめま￢す cercare, desiderare

ゆしゅつ（します） （【する3】） 輸出(します) ゆしゅつ￣ esportazione/esportare

ゆにゅう（します） （【する3】） 輸入(します) ゆにゅう￣ importazione/importare

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Europa

よろしく よろしく￣ saluti

ラグビーぶ ラグビー部 ラグビ￢ーぶ club di rugby

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