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『まるごと　日本のことばと文化』入門（A1）＜りかい＞

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

漢字 ： （　　）＝この本ではかな書き  KANJI ：（　　）=Written in KANA in this book ス ： スクリプトだけ　Only in the audio scripts

か ことば アクセント ローマ字 スペインご スクリプト

あさ あ￢さ asa por la mañana (una parte del dia)
いいえ いいえ￢ iie no
いえ いえ￢ ie casa
いす いす￣ isu silla
いぬ いぬ￢ inu perro
うみ う￢み umi mar
おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ ocha(cha) té
かぞく か￢ぞく kazoku familia
ご／～ご ～ご￣ ～go idioma～
さかな／魚 さかな￣ sakana pez, pescado
ざっし ざっし￣ zasshi revista
そら そ￢ら sora cielo
卵 たま￢ご tamago huevo
つくえ つくえ￣ tsukue escritorio
てんぷら てんぷら￣ tenpura tempura
とうきょう／東京 とうきょう￣ Tookyoo Tokio (nombre de ciudad en Japón)
とけい とけい￣ tokee reloj
にほんご にほんご￣ Nihongo idioma japonés
ねこ ね￢こ neko gato
はい は￢い hai sí
ひらがな ひらが￢な hiragana hiragana
ひる ひる￢ hiru de día, mediodía
ふじさん ふ￢じさん Fujisan Monte Fuji
ほん ほ￢ん hon libro
やさい やさい￣ yasai verdura
やま やま￢ yama montaña
よる よ￢る yoru noche
れい れ￢い ree ejemplo
アメリカ アメリカ￣ Amerika Estados Unidos
イギリス イギリス￣ Igirisu Reino Unido
イタリア イタリア￣ Itaria Italia
インド イ￢ンド Indo India
インドネシア インドネ￢シア Indoneshia Indonesia
エアコン エアコン￣ eakon aire acondicionado
エジプト エジプト￣ Ejiputo Egipto
オーストラリア オーストラ￢リア Oosutoraria Australia
カタカナ カタカ￢ナ katakana katakana
カナダ カ￢ナダ Kanada Canadá
カメラ カ￢メラ kamera cámara
カラオケ カラオケ￣ karaoke karaoke
クアラルンプール クアラルンプ￢ール Kuararunpuuru Kuala Lumpur
くに くに￣、～くに￢ kuni país
コーヒー コーヒ￢ー koohii café
シャツ シャ￢ツ shatsu camisa
シャワー シャ￢ワー shawaa ducha
ジュース ジュ￢ース juusu zumo
スペイン スペ￢イン Supein España
ソファ ソ￢ファ sofa sofá
タイ タ￢イ Tai Tailandia
タクシー タ￢クシー takushii taxi
テーブル テーブル￣ teeburu mesa
テレビ テ￢レビ terebi televisión
ドイツ ド￢イツ Doitsu Alemania
トイレ ト￢イレ toire baño/aseo

Marugoto: Lengua y cultura japonesa
 Inicial  (A1)  Comprensión
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か ことば アクセント ローマ字 スペインご スクリプト

なまえ なまえ￣ namae nombre
にほん／にっぽん／日本 にほ￢ん／にっ￢ぽん Nihon/Nippon Japón (nombre de país)
パーティー パ￢ーティー paathii fiesta
パリ パ￢リ Pari París
パン パ￢ン pan pan
ハンガリー ハ￢ンガリー Hangarii Hungría
ピアノ ピアノ￣ piano piano
フィリピン フィ￢リピン Firipin Filipinas
ブラジル ブラジル￣ Burajiru Brasil
フランス フランス￣ Furansu Francia
ベッド ベ￢ッド beddo cama
ベトナム ベトナム￣ Betonamu Vietnam
ホテル ホ￢テル hoteru hotel
まち まち￢ machi ciudad
マレーシア マレ￢ーシア Mareeshia Malasia
マンガ マンガ￣ manga manga
メキシコ メキシコ￣ Mekishiko México
レストラン レ￢ストラン resutoran restaurante
ロシア ロ￢シア Roshia Rusia
あの／あのう ――― ano/anoo esto…
アラビアご アラビアご￣ Arabiago idioma árabe
えいご えいご￣ eego inglés
エンジニア エンジ￢ニア enjinia ingeniero
おくに（くに） おくに￣ okuni(kuni) país
おしごと（しごと） おし￢ごと oshigoto(shigoto) trabajo
かいしゃいん かいしゃ￢いん kaishain empleado
がくせい がくせい￣ gakusee estudiante
かんこく か￢んこく Kankoku Corea
かんこくご かんこくご￣ Kankokugo idioma coreano
きょうし きょ￢うし kyooshi profesor
こうむいん こうむ￢いん koomuin funcionario
ことば ことば￢ kotoba palabra
さん／～さん ――― ～san Señor ～
じこしょうかい じこしょ￢うかい jiko-shookai presentación personal
しゅふ しゅ￢ふ shufu ama de casa

じん／～じん ～￢じん ～jin
habitante de ～ (sufijo que indica
nacionalidad)

すごい すご￢い sugoi tremendo/a
すこし すこ￢し sukoshi un poco
せんせい せんせ￢い sensee profesor/a
ちゅうごく ちゅ￢うごく Chuugoku China
ちゅうごくご ちゅうごくご￣ Chuugokugo chino (idioma)
ちゅうごくじん ちゅうごく￢じん Chuugokujin chino/a (nacionalidad)
できます できま￢す dekimasu poder hacer
ドイツご ドイツご￣ Doitsugo idioma alemán
なに／なん な￢に/な￢ん nani qué
なにご なにご￣ nanigo qué idioma
にほんじん にほんじ￢ん Nihonjin habitante japonés
ふたり ふたり￢ futari dos personas
フランスご フランスご￣ Furansugo idioma francés
フランスじん フランス￢じん Furansujin habitante francés
マレーシアじん マレーシア￢じん Mareeshiajin habitante malayo
わたし わたし￣ watashi yo
あに あ￢に ani mi hermano mayor
あね あね￣ ane mi hermana mayor
います いま￢す imasu ser/estar
いもうと いもうと￢ imooto mi hermana menor
いもうとさん いもうとさん￣ imootosan hermana menor
おおさか おおさか￣ Oosaka Osaka
おかあさん おか￢あさん okaasan madre
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か ことば アクセント ローマ字 スペインご スクリプト

おきなわ おきなわ￣ Okinawa Okinawa (islas paradisiacas de Japón)
おくさん お￢くさん okusan esposa/mujer
おこさん おこさん￣ okosan hijo/a
おっと おっと￣ otto mi esposo/marido
おとうさん おと￢うさん otoosan padre
おとうと おとうと￢ otooto mi hermano menor
おとうとさん おとうとさん￣ otootosan hermano menor
おとこのこ おとこ￢のこ otoko-no-ko niño
おとこのひと おとこのひと￢ otoko-no-hito varón
おにいさん おに￢いさん oniisan hermano mayor
おねえさん おね￢えさん oneesan hermana mayor
おんなのこ おんな￢のこ onna-no-ko niña
おんなのひと おんなのひと￢ onna-no-hito mujer
かわいい かわい￢い kawaii mono/a
ご／五 ご￢ go cinco
ごしゅじん ごしゅ￢じん goshujin esposo/marido
こども こども￣ kodomo niño/a
この この￣ kono esto
さい／～さい ～￢さい ～sai ～ años de edad
さん／三 さん￣ san tres
だれ だ￢れ dare quién
ちち ち￢ち、ちち￢ chichi mi padre
つま つ￢ま tsuma mi esposa/mujer
どこ ど￢こ doko dónde
なんさい な￢んさい nan-sai qué edad
なんにん な￢んにん nan-nin cuántas personas
にん／～にん ――― ～nin ～ personas
はは は￢は haha mi madre
ひとり ひと￢り hitori una persona/sólo
ひろしま ひろしま￣ Hiroshima Hiroshima
ふーん ――― fuun Aah (interés) ス

ほっかいどう ほっか￢いどう Hokkaidoo Hokkaidô (isla norte de Japón)
よん／四 よ￢ん yon cuatro personas
ろく／六 ろく￢ roku seis
わかい わか￢い wakai joven ス

わたしたち わたし￢たち watashitachi nosotros
あさごはん あさご￢はん asa-gohan desayuno
あまり あまり￣ amari no mucho, apenas
いつも い￢つも itsumo siempre
ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ gyuunyuu leche
くだもの くだ￢もの kudamono fruta
こうちゃ こうちゃ￣ koocha té negro
ごはん ご￢はん gohan arroz
すき（な） すき￢ suki(na) favorito/a, すきですgustar
たべます／食べます たべま￢す tabemasu comer
たべもの／（食べもの） たべ￢もの tabemono comida
にく／肉 にく￢ niku carne
のみます／飲みます のみま￢す nomimasu beber
のみもの（飲みもの） のみ￢もの nomimono bebida
ビール ビ￢ール biiru cerveza
みず／水 みず￣ mizu agua
みそしる みそし￢る misoshiru sopa de miso
よく よ￢く yoku con frecuencia, seguido
ワイン ワ￢イン wain vino
あります ありま￢す arimasu haber
いきます／行きます いきま￢す ikimasu ir
うどん うどん￣ udon udón
おいしい おいしい￣、おいし￢い oishii rico, delicioso
おかね（かね）／お金（金） おかね￣ okane(kane) dinero
おすし（すし） おす￢し osushi sushi
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か ことば アクセント ローマ字 スペインご スクリプト

おそい おそい￣、おそ￢い osoi lento/a
おそば（そば） おそ￢ば osoba(soba) soba  (fideos de harina de trigo sarraceno)
カレー カレー￣ karee curry
きょう きょ￢う kyoo hoy
きらい（な） きらい￣ kirai(na) きらいですodiar, no gustar
コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ koohii-shoppu cafetería
サンドイッチ サンドイ￢ッチ sandoitchi sandwich
じかん じかん￣ jikan hora
じゃあ じゃ￢あ jaa entonces/pues
すし す￢し、すし￢ sushi sushi
そば そ￢ば soba soba (fideos de harina de trigo sarraceno)
たかい たか￢い takai caro
バナナ バ￢ナナ banana plátano
はやい はや￢い hayai rápido
ハンバーガー ハンバ￢ーガー hanbaagaa hamburguesa
ピザ ピ￢ザ piza pizza
ひるごはん ひるご￢はん hiru-gohan comida, almuerzo
まずい まず￢い mazui poco apetitoso/poco apetecible
やさん／～や（さん） ――― ～ya(san) tienda de ～ (tendero de ～ tienda)
やすい やす￢い yasui barato/a
ラーメン ラ￢ーメン raamen ramen
りょうり りょ￢うり ryoori gastronomía/cocina
あかるい あかるい￣、あかる￢い akarui luminoso/claro
あたらしい／新しい あたらし￢い atarashii nuevo/a
アパート アパ￢ート apaato apartamento
いくつ い￢くつ ikutsu cuánto (cantidad)
いち／一 いち￢ ichi uno
いっこだて いっこだて￣ ikkodate chalet, casa unifamiliar
おおきい／大きい おおき￢い ookii grande
おとこ おとこ￢ otoko hombre ス

おんな おんな￢ onna mujer ス

きょうと きょ￢うと Kyooto Kioto
くらい くらい￣、くら￢い kurai oscuro/a
こうえん こうえん￣ kooen parque
せまい せま￢い semai estrecho/a
ゼロ ゼ￢ロ zero cero
ちいさい／小さい ちいさ￢い chiisai pequeño/a
ちかく ち￢かく、ちか￢く chikaku cercano/a
デパート デパ￢ート depaato centro comercial/grandes almacenes
でも で￢も demo pero
ともだち ともだち￣ tomodachi amigo/a
に／二 に￢ ni dos
ひとつ(１つ／一つ) ひと￢つ hitotsu uno (cantidad)
ひろい ひろ￢い hiroi ancho/a
ふたつ(２つ／二つ) ふたつ￢ futatsu dos (cantidad)
ふるい／古い ふる￢い furui viejo, antiguo/a
ペット ペ￢ット petto mascota
へや へや￢ heya habitación
マンション マ￢ンション manshon piso (en un bloque de pisos)
みっつ(３つ／三つ） みっつ￢ mittsu tres (cantidad)
やすみ(休み） やすみ￢ yasumi descanso/vacaciones
あ ――― a ah
いい い￢い ii bien
うえ うえ￣、うえ￢ ue encima
ええと／ええっと ――― eeto/eetto pues…
おふろ（ふろ） おふ￢ろ ofuro(furo) baño
カップ カ￢ップ kappu taza
きれい（な） き￢れい kiree(na) bonito, precioso
げんかん げ￢んかん genkan entrada/recibidor
こちら こちら￣ kochira por aquí/en esta dirección
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か ことば アクセント ローマ字 スペインご スクリプト

これ これ￣ kore esto/e/a
した した￣（～のした￢） shita debajo
しゃしん しゃしん￣ shashin fotografía
だいどころ だいどころ￣ daidokoro cocina
たな たな￣ tana estantería
どうぞ ど￢うぞ doozo adelante
どうも ど￢うも doomo gracias
なか な￢か naka dentro
にわ にわ￣ niwa jardín
にんぎょう にんぎょう￣ ningyoo muñeca
はこ はこ￣ hako caja
よこ よこ￣ yoko horizontal
あびます あびま￢す abimasu ducharse
いそがしい いそがし￢い isogashii (estar) ocupado/a

いちにち（一日）
いちにち￢、
いちにち￣

ichinichi un día

いつ い￢つ itsu cuándo
いま い￢ま ima ahora
うち うち￣ uchi mi casa
うんどう うんどう￣ undoo ejercicio
ええ ――― ee sí
おきます おきま￢す okimasu levantarse
おんがく お￢んがく ongaku música
かいしゃ かいしゃ￣ kaisha empresa/compañía
かえります かえりま￢す kaerimasu volver a casa
かきます／書きます かきま￢す kakimasu escribir
かじ か￢じ kaji tareas domésticas
がっこう がっこう￣ gakkoo escuela/colegio
ききます／聞きます ききま￢す kikimasu escuchar, oír
く／九 く￢ ku nueve
ごご ご￢ご gogo por la tarde
ごぜん ご￢ぜん gozen por la mañana
ごろ／～ごろ ～ご￢ろ ～goro sobre las ～
さんぽ さんぽ￣ sanpo paseo
じ／～時 ～￢じ ～ji (sufijo de hora)
しごと しごと￣ shigoto trabajo
しち／七 しち￢ shichi siete
します しま￢す shimasu hacer
じゅう／十 じゅ￢う juu diez
しんぶん(新聞） しんぶん￣ shinbun periódico
スポーツジム スポーツジ￢ム supootsu-jimu gimnasio ス

せいかつ せいかつ￣ seekatsu vida cotidiana
なんじ な￢んじ nan-ji qué hora
にっき にっき￣ nikki diario
ニュージーランド ニュージーラ￢ンド Nyuujiirando Nueva Zelanda

ニューヨーク ニューヨ￢ーク Nyuuyooku
Nueva York (nombre de ciudad en Estados
Unidos)

ス

ねます ねま￢す nemasu dormir
はあ ――― haa mmm… a ver…. (pensando) ス

はいります はいりま￢す hairimasu entrar
はち／八 はち￢ hachi ocho
はやい はや￢い hayai temprano
はん／～半 ～は￢ん ～han Media (hora)
ばんごはん ばんご￢はん ban-gohan cena
ふん／ぷん／～分 ～￢ふん ～fun/pun minuto～ (sufijo)
べんきょうします べんきょうしま￢す benkyooshimasu estudiar
まいにち ま￢いにち mainichi todos los días/diariamente
まず ま￢ず mazu primero ス

みます／見ます みま￢す mimasu ver, mirar
よみます／読みます よみま￢す yomimasu leer
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か ことば アクセント ローマ字 スペインご スクリプト

あした あした￢ ashita mañana
インターネット インターネ￢ット intaanetto Internet
かいもの／買いもの かいもの￣ kaimono compras
がつ／～月 ――― ～gatsu ～mes (nombre de cada mes)
かようび／火よう日 かよ￢うび kayoobi martes
きのう きの￢う、きのう￣ kinoo ayer
きます／来ます きま￢す kimasu venir
きもち きもち￣ kimochi sentimiento, sensación ス

きんようび／金よう日 きんよ￢うび kin'yoobi viernes
ぐらい／～ぐらい ――― ～gurai ～ aproximadamente
げつようび／月よう日 げつよ￢うび getsuyoobi lunes
コース コ￢ース koosu curso (clase) ス

コンサート コ￢ンサート konsaato concierto
こんしゅう こんしゅう￣ konshuu esta semana
ざんぎょう ざんぎょう￣ zangyoo horas extra
ざんぎょうします ざんぎょうしま￢す zangyooshimasu hacer horas extra
じかん／～じかん ～じ￢かん ～jikan ～ horas
しょくじ しょくじ￣ shokuji comida
すいようび／水よう日 すいよ￢うび suiyoobi miércoles
せんしゅう せんしゅう￣ senshuu la semana pasada
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ daijoobu(na) estar bien, sin problema
だめ（な） だめ￢ dame(na) no bueno, inútil, inservible
テニス テ￢ニス tenisu tenis
どう ど￢う doo cómo, qué tal
ときどき ときどき￢ tokidoki a veces
どようび／土よう日 どよ￢うび doyoobi sábado
なんじかん なんじ￢かん nan-jikan cuántas horas
にちようび／日よう日 にちよ￢うび nichiyoobi domingo
びじゅつかん びじゅつ￢かん bijutsukan museo de arte
びょういん びょういん￣ byooin hospital
もくようび／木よう日 もくよ￢うび mokuyoobi jueves
ヨガ ヨ￢ガ yoga yoga ス

よてい よてい￣ yotee plan
らいしゅう らいしゅう￣ raishuu la semana que viene
アクション ア￢クション akushon acción
アニメ アニメ￣、ア￢ニメ anime animación/dibujos animados
いいます／言います いいま￢す iimasu decir
イーメール／Eメール イーメ￢ール ii-meeru e-mail
え え￢ e dibujo/cuadro
えいが えいが￣、え￢いが eega película
えき え￢き eki estación
エスエフ／SF エスエフ￣ esuefu ciencia ficción
おてら（てら） おてら￣ otera(tera) templo budista
がいこくご がいこくご￣ gaikokugo idioma extranjero
かきます かきま￢す kakimasu dibujar
ギター ギ￢ター、ギター￣ gitaa guitarra

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

kurashikku música clásica

コメディ コ￢メディ komedhi comedia

コンピューターゲーム コンピューターゲ￢ーム konpyuutaa geemu juego/s de ordenador ス

サッカー サ￢ッカー sakkaa fútbol
ジャズ ジャ￢ズ jazu jazz
じゅうどう じゅ￢うどう juudoo yudo
しゅみ しゅ￢み shumi afición/hobby
しょうせつ しょうせつ￣ shoosetsu novela
スペインご スペインご￣ Supeingo idioma español
スポーツ スポ￢ーツ supootsu deportes
すもう すもう￣ sumoo sumo
ぜんぜん ぜんぜん￣ zenzen en absoluto/completamente
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だいすき（な） だ￢いすき daisuki(na) gustar mucho/encantar
ダンス ダ￢ンス dansu danza/baile
どくしょ(読書） ど￢くしょ dokusho lectura
とります とりま￢す torimasu coger
どんな ど￢んな donna qué tipo
なります なりま￢す narimasu llegar a ser, hacerse, convertirse
はなします／話します はなしま￢す hanashimasu hablar, conversar
ひ／（日） ひ￢／ひ￣ hi día
フラメンコ フラメ￢ンコ furamenko flamenco ス

ポップス ポ￢ップス poppusu pop
ホラー ホ￢ラー horaa terror
やきゅう やきゅう￣ yakyuu béisbol
ゆっくりします ゆっく￢りします yukkurishimasu hacer algo con tranquilidad
れんあい れんあい￣ ren'ai amor/romance
ロック ロ￢ック rokku rock
いつか(五日） いつか￣ itsuka día cinco
いっしょに いっしょに￣ issho ni juntos
イベント イベント￣ ibento evento
いろいろ（な） いろいろ￣ iroiro(na) varios/as, diferentes
かいます／買います かいま￢す kaimasu comprar
カレンダー カレ￢ンダー karendaa calendario
きゅう／九 きゅ￢う kyuu nueve
きょねん きょ￢ねん kyonen el año pasado
ゴールデンウィーク ゴールデンウィ￢ーク Gooruden-Wiiku Semana Dorada*
こくさい こくさい￣ kokusai internacional
ことし ことし￣ kotoshi este año
こんげつ こんげつ￣ kongetsu este mes
コンテスト コ￢ンテスト kontesuto concurso/competición
し／四 し￢ shi cuatro
しあい しあい￣ shiai partido/encuentro
ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ jei-poppu J-pop (pop japonés)

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

sukejuuru plan, programa

せんげつ せ￢んげつ sengetsu el mes pasado
たいこ たいこ￣ taiko taiko (tambores japoneses)
たぶん た￢ぶん tabun quizá/tal vez
チケット チ￢ケット、チケ￢ット chiketto entrada/ticket
ちょっと ちょ￢っと chotto un poco
ついたち(一日） ついたち￢ tsuitachi el primer día del mes
ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー dhiibuidhii dvd
とおか(十日） とおか￣ tooka día diez
なな／七 な￢な nana siete
なのか(七日） なのか￣ nanoka día siete
にち／～日 ――― ～nichi día～ (sufijo de fecha)
ねん／～年 ――― ～nen años
パーク パ￢ーク paaku parque
はつか(二十日） はつか￣ hatsuka día veinte
ふつか(二日) ふつか￣ futsuka día dos
へえ ――― hee ehh/¿en serio?
ホール ホ￢ール hooru hall, auditorio
ポスター ポ￢スター posutaa póster
ぼんさい ぼんさい￣ bonsai bonsai
まつり まつり￣ matsuri festival tradicional japonés
みっか(三日） みっか￣ mikka día tres
みんな みんな￢ minna todos
むいか(六日） むいか￣ muika día seis
ようか(八日） ようか￣ yooka día ocho
よっか(四日） よっか￣ yokka día cuatro
らいげつ(来月） ら￢いげつ raigetsu el mes que viene
らいねん(来年） らいねん￣ rainen el año que viene
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あいます／会います あいま￢す aimasu ver a alguien, verse, reunirse, quedar
いくら い￢くら ikura cuánto (precios)
うんてんしゅ うんて￢んしゅ untenshu conductor
えん／～えん／～円 ――― ～en yen, moneda japonesa (contador)
おります おりま￢す orimasu bajarse (de un medio de transporte)
きた／北 きた￣ kita norte
きたぐち／北口 きたぐち￣ kita-guchi boca (entrada, salida) norte
きゃく きゃく￣ kyaku cliente
くうこう くうこう￣ kuukoo aeropuerto
ぐち／～ぐち／～口 ――― ～guchi boca, entrada, acceso
くるま くるま￣ kuruma coche/automóvil
ここ ここ￣ koko aquí
さあ ――― saa bueno... ス

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

jitensha bicicleta

せん／ぜん／千 せ￢ん／ぜ￢ん sen/zen mil
そして そして￣ soshite y/y entonces
ちかい ちか￢い chikai cerca
ちかてつ ちかてつ￣ chikatetsu metro
つかれます つかれま￢す tsukaremasu cansarse
でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ densha tren
どうやって ど￢うやって doo yatte de qué forma (transporte)
とおい とおい￣、とお￢い tooi lejano/distante
にし／西 にし￣ nishi oeste
にしぐち／西口 にしぐち￣ nishi-guchi salida/entrada oeste (boca, acceso…)
にもつ に￢もつ nimotsu equipaje
のりば のりば￣ noriba parada
のります のりま￢す norimasu subirse (a un medio de transporte)
バイク バ￢イク baiku motocicleta
はじめて はじ￢めて hajimete por primera vez
バス バ￢ス basu autobús
バスてい バスてい￣ basu-tee parada de autobús
ひがし／東 ひがし￣ higashi este
ひがしぐち／東口 ひがしぐち￣ higashi-guchi salida/entrada este (boca, acceso…)
ひこうき ひこ￢うき hikooki avión
ひと ひと￣、～ひと￢ hito persona

ひゃく／びゃく／ぴゃく／百
ひゃく￢／びゃく￢／
ぴゃく￢

hyaku/byaku/
pyaku

cien

ふべん（な） ふ￢べん ｆuben(na) inconveniente, incómodo,

べんり（な） べ￢んり benri(na)
práctico/a, útil, conveniente, comodo/a,
funcional

みなみ／南 みなみ￣ minami sur
みなみぐち／南口 みなみぐち￣ minami-guchi salida/entrada sur (boca, acceso…)
メール メール￣ meeru mail, correo electrónico
らく（な） らく￢ raku(na) fácil/cómodo
うしろ うしろ￣ ushiro detrás

きっさてん
きっさてん￣、
きっさ￢てん

kissaten cafetería

ぎんこう ぎんこう￣ ginkoo banco
さいたま さ￢いたま Saitama Saitama (prefectura)
しずか（な） し￢ずか shizuka(na) tranquilo, silencioso
じんじゃ じ￢んじゃ jinja santuario shintoista
たかい たか￢い takai alto
とおり とおり￢ toori calle/avenida
となり となり￣ tonari al lado
にぎやか（な） にぎ￢やか nigiyaka(na) concurrido/a, animado/a, alegre
はくぶつかん はくぶつ￢かん hakubutsukan museo
ひくい ひく￢い hikui bajo (altura)
ビル ビ￢ル biru edificio
まえ ま￢え mae delante
みせ みせ￢ mise tienda
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ゆうめい（な） ゆうめい￣ yuumee(na) famoso/a, popular, conocido/a

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

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

akusesarii accesorios/complementos

あげます あげま￢す agemasu dar
え ――― e ¿eh?
えはがき えは￢がき ehagaki postal con fotografía
おしゃれ（な） おしゃ￢れ oshare(na) de moda, elegante
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ omiyage(miyage) recuerdo, souvenir
かさ か￢さ kasa paraguas
かっこいい かっこい￢い kakkoii moderno/a, guay
くつ くつ￢ kutsu zapatos
こ／～こ ～￢こ ～ko contador para objetos pequeños
さいふ さいふ￣ saifu monedero/cartera
さつ／～さつ ――― ～satsu contador para libros y cuadernos
たくさん たくさん￣ takusan muchos
たんじょうび／(たんじょう日) たんじょ￢うび tanjoobi cumpleaños
チョコレート チョコレ￢ート chokoreeto chocolate (para comer) ス

ティーカップ ティーカ￢ップ thiikappu taza de té
ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ thii-shatsu camiseta
でんしじしょ でんしじ￢しょ denshi-jisho diccionario electrónico
ノート ノ￢ート nooto cuaderno

バースデー
バ￢ースデー、バース
デー（パ￢ーティー）

baasudee cumpleaños

バッグ バ￢ッグ baggu bolso
はな はな￢ hana flor
ハンカチ ハンカチ￣、ハンカ￢チ hankachi pañuelo de bolsillo
ビデオカメラ ビデオカ￢メラ bideo-kamera cámara de vídeo
ふく ふく￢ fuku ropa
プレゼント プレ￢ゼント purezento regalo
ぼうし ぼうし￣ booshi sombrero
ほしい ほし￢い hoshii querer/desear algo
ほん／～ほん／ぼん／ぽん ――― ～hon/pon/bon (contador para objetos alargados)
マウス マ￢ウス mausu ratón de ordenador
もらいます もらいま￢す moraimasu recibir
ああ ――― aa aa..
あお あ￢お ao azul
あか あ￢か aka rojo
あそこ あそこ￣ asoko allí
あの あの￣ ano eso
あれ あれ￣ are aquello
いろ いろ￢ iro color
オレンジ オレ￢ンジ orenji naranja
きいろ きいろ￣ kiiro amarillo
きます きま￢す kimasu vestir, poner
くつした くつ￢した kutsushita calcetines
グレー グレ￢ー guree gris
くろ く￢ろ kuro negro
コート コ￢ート kooto abrigo
ジーンズ ジ￢ーンズ jiinzu pantalones vaqueros/jeans

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

jaketto chaqueta

しろ し￢ろ shiro blanco
スーツ ス￢ーツ suutsu traje de chaqueta
スカート スカ￢ート sukaato falda
スカーフ スカ￢ーフ sukaafu fular
すてき（な） すてき￣ suteki(na) bonito ス

そこ そこ￣ soko ahí
その その￣ sono eso/e/a
それ それ￣ sore eso
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ちゃいろ ちゃいろ￣ chairo marrón
てんいん てんいん￣ ten'in dependiente de tienda
どれ ど￢れ dore cuál
にあいます にあいま￢す niaimasu sentar/caer/venir/quedar bien
ネクタイ ネ￢クタイ nekutai corbata
はきます はきま￢す hakimasu calzar
パンツ パンツ￣、パ￢ンツ pantsu pantalones
ピンク ピ￢ンク pinku rosa
ほか ほか￣ hoka otro/a
まん／万 ま￢ん man diez mil
みどり み￢どり midori verde
よく よ￢く yoku bien
ワンピース ワンピ￢ース wanpiisu vestido
あそびます あそびま￢す asobimasu divertirse
いちばん いちばん￣ ichiban el primero/lo que más
うーん ――― uun mmm… (pensando) ス

うれしい うれし￢い ureshii contento/a
おもしろい おもしろ￢い omoshiroi interesante, divertido
ショッピングセンター ショッピングセ￢ンター shoppingu-sentaa centro comercial
そうじ そうじ￣ sooji limpieza
たいへん（な） たいへん￣ taihen(na) tremendo/a, grave
たのしい たのし￢い tanoshii divertido/a
どこにも どこにも￣ doko ni　mo En ningún sitio
とても とても￢ totemo mucho
なにも なにも￣ nani mo nada
バーベキュー バーベ￢キュー baabekyuu barbacoa
はなし(話） はなし￢ hanashi charla/conversación
はなび は￢なび hanabi fuegos artificiales
はなびたいかい はなびた￢いかい hanabi-taikai despliegue de fuegos artificiales
まご まご￢ mago nieto
もう も￢う moo más/un poco/ya/otra vez ス

アイスクリーム アイスクリ￢ーム aisukuriimu helado
あさくさ あさくさ￣ Asakusa Asakusa (barrio antiguo de Tokio)
かぶき かぶき￣ kabuki kabuki  (teatro clásico japonés)
きもの きもの￣ kimono kimono
げんばくドーム げんばくド￢ーム Genbaku-Doomu Memorial de la Paz de Hiroshima
しつもん しつもん￣ shitsumon pregunta
しぶや しぶや￣ Shibuya Shibuya (barrio de moda de Tokio)
しんかんせん しんか￢んせん shinkansen tren bala
それから それから￣ sorekara y, después de eso
つぎ つぎ￢ tｓugi siguiente
とうきょうタワー／東京タワー とうきょうタ￢ワー Tookyoo-Tawaa Torre de Tokio
ながさき なが￢さき Nagasaki Nagasaki
やすみます／休みます やすみま￢す yasumimasu descansar/tomar vacaciones
よこはま よこはま￣ Yokohama Yokohama
りょこう りょこう￣ ryokoo viaje
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