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あう(合う) 12 fit 合适 quedar
あおい(青い) 2 blue 蓝色 azul
あかちゃん(赤ちゃん) 2 baby 婴儿 bebé
[おんどが]あがる([温度が]上
がる)

12 [temperature] rise [温度] 上升 subir [la temperatura]

[がくねんが]あがる([学年が]
上がる)

14 [grade] go up 升(班) pasar [al curso superior]

あく(空く) 16 be a gap 有空档、有缝隙 haber un hueco
あくしゅする(握手する) 5 shake hands 握手 darse la mano
あくのみちへはいる(悪の道へ
入る)

2 take the wrong way of life走向邪恶之道 tomar el mal camino

あくび 6 yawn 呵欠 bostezo
あけましておめでとう 16 Happy new year! 恭贺新年、新年好！ ¡Feliz año nuevo!
あげる(挙げる) 7 raise 举 levantar
あげる(挙げる) 11 give 举 poner
あしあと(足あと) 7 footprint 足迹 huella del pie
あす(明日) 1 tomorrow 明天 mañana
あそび(遊び) 4 play 玩儿 ocio, diversión
あたえる(与える) 6 give 给、给与 dar
あたたか(な)(暖か(な)) 2 warm 暖和 cálido
あたたかい(温かい) 3 hot 热 caliente
あたたかい(暖かい) 6 warm 暖和 cálido
あたまがいたい(頭が痛い) 15 have a headache 头疼 doler la cabeza
あたりまえ(当たり前) 2 usual 理所当然 normal, lógico
あちら 1 over there 那边 allí
アップする 7 increase 提高 aumentar
あと 13 and 还有 luego, también

あとかたづけ(後片づけ) 9 cleanup 收拾
acción de recoger después
de usar

アニメソング 1 anime song 动漫主题歌 canción de anime
アニメぶ(アニメ部) 13 anime club 动漫部 club de anime
あね(姉) 3 (big) sister 姐姐 hermana mayor
あびる(浴びる) 4 bathe 晒 tomar (el sol)
あぶら(油) 4 oil 油 aceite
あやしい(怪しい) 11 suspicious 可疑 sospechoso
(あらい)ながす((洗い)流す) 4 wash away 冲洗 eliminar lavando
あらわす(表す) 2 express 表示 expresar
[おまつりが]ある([お祭りが]
ある)

1 [festival] be held 有[庙会] haber [una fiesta]

[じしんが]ある([地震が]ある) 4 [earthquake] occur 有[地震] ocurrir [un terremoto]
ある 6 one 某、某个 uno, cierto
[しつもんが]ある([質問が]あ
る)

7 have [a question] 有[问题] tener [una pregunta]

あるきスマホ(歩きスマホ) 1
walking while on the
phone

边走边看手机 uso del móvil caminando

あるとき 8 one day 有时 una vez
(おかねの)あるなし((お金の)
有る無し)

9 rich or not 是否有(钱) tenga o no [dinero]

あるひ(ある日) 15 one day 有一天 un día
アルファベット 16 alphabet 拉丁字母 alfabeto
あわ(泡) 4 bubble 泡沫 espuma
アンケートをとる 3 do survey 进行问卷调查 hacer una encuesta
あんしんする(安心する) 7 be relieved 放心 tranquilizarse
～い(～位) 3 ～ place 第～名 ～ puesto
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いいん(委員) 5 monitor 委员 comisionado
いえる(言える) 5 you can say 可以说 poder decirse
いがい(以外) 13 other than 以外 aparte de
いきがくるしい(息が苦しい) 14 be choking 呼吸困难、喘不上气 sofocarse
いきかた(生き方) 9 way of life 生活方式、生活态度 modo de vida
いきる(生きる) 4 live 生存 vivir
いくじ(育児) 16 child care 育儿 crianza
いくつ 11 what 几 cuánto
いくつか 3 some 几个 varios
いけ(池) 13 pond 池塘 estanque
いけん(意見) 1 opinion 意见 opinión
いこうけい(意向形) 7 volitional form 意向形 forma volitiva
いじょう(以上) 3 over 以上 más de
いじょうきしょう(異常気象) 12 extraordinary weather 气候异常 tiempo anómalo
いずれ 15 sooner or later 不久 en algún momento
いたずらをする 7 play up 搞恶作剧 hacer una travesura
いちど(一度) 1 once 一次 una/alguna vez
いちねんじゅう(一年中) 13 all year, year around 一整年 todo el año
いちぶ(一部) 16 part 一部分 una parte
いったい 7 ever, whatever, on earth 究竟 pero
いっぱんてき(な)(一般的(な)) 2 in general 一般 en general
いつまでも 12 always 永远、始终 siempre (en el futuro)
いど(井戸) 2 well 水井 pozo
いますぐ(今すぐ) 12 right now 现在马上 ahora mismo, ya
いまのまま(今のまま) 12 as it is 像现在的样子下去 si sigue así
イメージする 15 imagine 描绘、想象 imaginar
いやいや 15 no, no 不，不 no, de ninguna manera
イラスト 5 illustration 插图 ilustración
いらっしゃる 14 be (respectful) 在(尊敬语) estar (lenguaje de respeto)
いる 14 need 需要 hacer falta, necesitar
イルカ 7 dolphin 海豚 delfín
いわゆる 9 so called 所谓 lo que se llama
いんしょう(印象) 7 impression 印象 impresión
いんしょくきんし(飲食禁止) 3 No food or drinks 禁止饮食 prohibido comer y beber
インタビューする 6 interview 采访 entrevistar
インド 16 India 印度 India

うかがう(伺う) 14 visit, come (humble) 拜访(自谦语)
visitar (lenguaje de
modestia)

うけいれさき(受け入れ先) 14
the company that accepts
interns

接收单位 parte receptora

うけいれる(受け入れる) 14 accept 接受、接纳 aceptar
うけとる(受け取る) 11 receive 接受 recibir
うけみ(受身) 1 passive voice 被动态 voz pasiva
[よぼうせっしゅを]うける([予
防接種を]受ける)

6 get [a vaccination] 打[预防针] recibir [una vacuna]

[めんせつを]うける([面接を]
受ける)

7 have [an interview] 接受[面试] pasar [una entrevista]

[きょういくを]うける([教育
を]受ける)

9 receive [an education] 受[教育] recibir [educación]

[カルチャーショックを]うける
([カルチャーショックを]受け
る)

11 get [culture shock] 受到[文化冲击] recibir [un shock cultural]

うごかす(動かす) 7 move 活动 mover
うしなう(失う) 4 lose 失去 perder
うそ 2 lie 谎言 mentira
うそつき 2 liar 爱说谎的人 mentiroso
うそをつく 2 tell a lie 撒谎 mentir
うたがう(疑う) 7 doubt 怀疑 poner en cuestión
うちの 6 my / our 我家的 mi, nuestro
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うつる(写る) 6 come out (相片上)照(着) salir
うまくいく(上手くいく) 4 go well 顺利 ir bien
うめぼし(梅干し) 3 pickled ume 咸梅、梅干 ciruela encurtida
うやまう(敬う) 14 respect 尊敬 respetar
うらやましい 7 jealous 羡慕 envidiable
うんてんし(運転士) 9 operator 驾驶员、司机 maquinista
うんてんしゅ(運転手) 14 driver 司机 conductor

うんどうかい(運動会) 5
atheletic meeting, sports
day

运动会 festival deportivo

えいきょうがある(影響がある) 6 have an effect 有影响 influir
えいせい(衛生) 7 sanitation 卫生 higiene
えいよう(栄養) 3 nutrition 营养 alimentación, nutrición
えいようそ(栄養素) 7 nutrient 营养素 nutriente
ええ 10 yes 是的 sí
えがおをつくる(笑顔を作る) 6 put on a smile 装出笑脸 poner una sonrisa

えきべん(駅弁) 3
a box lunch sold at a
station

车站便当
comida que se vende en la
estación

えきまえ(駅前) 2 in front of the station 车站前 frente a la estación
えきめい(駅名) 16 name of station 车站名 nombre de estación
エスカレーター 11 escalator 自动扶梯 escalera mecánica

エヌジーオー(NGO) 7
non-governmental
organization

NGO
organización no
gubernamental

エネルギー 4 energy 能量 energía
エピソード 8 episode 逸话 anécdota
えへへ 5 (laughing lightly) he, he 嘿嘿 je, je
えもじ(絵文字) 16 emoji 小黄脸等图标 emoji
えらぶ(選ぶ) 4 choose 选择 elegir
える(得る) 2 acquire 获得 adquirir

えんぜつかい(演説会) 3 speech meeting 演讲会
sesión de discursos de los
candidatos

えんそう(演奏) 9 performance 演奏 interpretación, ejecución
エントリー 5 entry 报名参加 inscripción
おうえんする(応援する) 2 cheer, support 应援、助威 animar
おうじ(王子) 9 prince 王子 príncipe
おおあめ(大雨) 1 heavy rain 大雨 fuertes lluvias
おおくの(多くの) 7 many 许多的 muchos
おおぜい(大勢) 3 many people 很多 mucha gente
おおゆき(大雪) 12 heavy snow 大雪 fuerte nevada
おかしい 6 funny 可笑、滑稽 gracioso
(おかねの)あるなし((お金の)
有る無し)

9 rich or not 是否有(钱) tenga o no [dinero]

おきる(起きる) 4 occur, happen 发生 ocurrir
おく(奥) 4 back 里面、深处 fondo

～おくにん(～億人) 7 ～ hundred million people～亿人
～ cientos de millones de
personas

おこづかい 4 allowance 零花钱 paga, asignación
おこない(行い) 14 behavior 实行 comportamiento
おこなう(行う) 1 hold 举行 celebrar
(お)こめ((お)米) 3 rice 大米、稻米 arroz
おこる(起こる) 6 occur, happen 发生 ocurrir
(お)さけ((お)酒) 1 alcohol 酒 licor
おさまる(収まる) 10 subside 平息下来 cesar, pasar
(お)さら((お)皿) 15 plate 盘子、碟子 plato
おじぎ(お辞儀) 13 bow 行礼、鞠躬 reverencia
おじさん 3 uncle 伯父、叔父、舅舅 tío
おしゃべり 2 chat 聊天 charla
おしゃれ(な) 4 fashionable 喜欢漂亮、讲究 bien vestido, a la moda
(お)しろ((お)城) 15 castle 城堡 castillo
オセロ 9 Othello 奥赛罗棋 Othello, Reversi
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おだいじにね(お大事にね) 15 Take care of yourself. 多保重啊。 ¡Cuídese mucho!
おちつく(落ち着く) 16 calm 沉着 tranquilizarse
(お)ちゃ((お)茶) 5 (green) tea 茶 té verde
おちる(落ちる) 10 fall 掉下 caer
おとこ(男) 9 man 男人 hombre
おとこのこ(男の子) 2 boy 男孩子 niño, chico
おとしより(お年寄り) 2 old people 老人 anciano, persona mayor
おとす(落とす) 6 lose 丢失 perder
おどろく(驚く) 5 be surprised 吃惊 sorprenderse
おに(鬼) 2 ogre 妖怪 ogro
(お)にく((お)肉) 3 meat 肉 carne
おぼえる(覚える) 5 memorize 记住 recordar
おぼれる 7 drown 溺水 ahogarse
おもい(思い) 8 thought 想法 idea
おもいうかべる(思い浮かべる) 11 recollect 想起 pensar
おもいで(思い出) 3 memory 回忆 recuerdo
おもに(主に) 16 mainly 主要 principalmente

オリジナルグッズ 5 original goods 自创商品
productos (goods)
originales

オリンピック 9 Olympics 奥运会 Juegos Olímpicos
(お)れいじょう((お)礼状) 15 letter of thanks 感谢信 carta de agradecimiento
おわり(終わり) 8 end 结尾 final
おんど(温度) 12 temperature 温度 temperatura
おんな(女) 9 female 女人 mujer
おんなのひと(女の人) 2 woman 女人 mujer
かい(階) 14 floor 楼层 piso
かいかい(開会) 11 opening 开幕 apertura, inauguración
かいがい(海外) 5 overseas 海外 extranjero
かいぎしつ(会議室) 16 meeting room 会议室 sala de reuniones
かいご(介護) 15 nursing care 护理、看护 cuidados
がいこくご(外国語) 11 foreign language 外语 lengua extranjera
がいこくじん(外国人) 1 foreigner 外国人 extranjero

がいこくりょこう(外国旅行) 7
oversea travel, traveling
abroad

海外旅行 viaje por el extranjero

かいさいする(開催する) 9 hold 举办 celebrarse

かいさつぐち(改札口) 14 ticket wicket 检票口
punto de revisión de
billetes

かいし(開始) 10 beginning 开始 inicio
がいしゅつする(外出する) 6 go out 外出 salir
かいしょうする(解消する) 1 relieve 消除 aliviar
かいすう(回数) 6 frequency 次数 frecuencia
かいてき(な)(快適(な)) 9 comfortable 舒适、舒服 cómodo
かいはつする(開発する) 16 develop 开发 desarrollar, crear
かいものする(買い物する) 15 do shopping 购物 hacer compras
かえって 14 all the better 反而 al contrario
カエル 2 frog 青蛙 rana
かえる(変える) 6 change 变、改变 cambiar
かおじゃしん(顔写真) 6 face photo 脸部相片 retrato
かがくへんか(化学変化) 4 chemical reaction 化学变化 cambio químico
かかる 13 take 花费 costar
かき(柿) 9 persimmon 柿子 caqui
かぎ(鍵) 9 key 钥匙 llave
かきあらわす(書き表す) 16 write 写出来 expresar por escrito
かく(書く) 1 write 写 escribir
かく(各) 16 each 各 cada
かぐ(家具) 10 furniture 家具 mueble

かくしん(確信) 11 conviction 确信
convencimiento,
convicción

がくせい(学生) 2 student 学生 estudiante

か
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かくち(各地) 5 every part of  the country 各地
las distintas regiones del
país

かくにんする(確認する) 10 check 确认
chequear, checar,
comprobar

がくねん(学年) 14 grade 学年、年级 año, curso
がくねんしゅうかい(学年集会) 11 grade assembly 年级会议 asamblea de curso
かくりつ(確率) 14 probability 概率 probabilidad
がくりょく(学力) 13 academic ability 学力 capacidad académica
かげ(陰) 15 background 暗地 detrás, donde no se ve
かける 2 multiply 乘 multiplicar
～かこくご(～か国語) 1 ～ language(s) ～国语言 ～ idioma(s)
かさい(火災) 10 fire 火灾 incendio
かじ(家事) 9 housework 家务 tareas domésticas
かず(数) 10 number 数量 número
かぜ(風) 4 wind 风 viento
かぞえる(数える) 16 count 数 contar
ガソリン 16 gasoline 汽油 gasolina, bencina

ガソリンスタンド 10 petrol station 加油站
gasolinera, bencinera,
bomba

かたがた(方々) 15 people (polite) 各位(礼貌用语)
las personas (lenguaje de
cortesía)

かたち(形) 3 shape 形状 forma
がっきゅういいん(学級委員) 5 class representative 班级委员 delegado de la clase
がっこうけんがくかい(学校見
学会)

8 open school 学校参观体验会 día de visita a una escuela

がっこうせつめいかい(学校説
明会)

15 school information session学校说明会
reunión explicativa sobre
la escuela

カップラーメン 13 cup noodles 方便碗面 ramen instantáneo
かつやくする(活躍する) 16 play an active part 活跃 hacer muchas tareas
かてい(家庭) 9 household 家庭 hogar
かていじょうけん(仮定条件) 11 hypothetical situation 假设条件 hipótesis
かなしむ(悲しむ) 7 feel sad 悲伤 entristecerse
かねもち(金持ち) 11 the rich 有钱人 rico
かのうせいがある(可能性があ
る)

2 be a possibility 有可能 existir la posibilidad

かのじょ(彼女) 9 she 她 ella
かばんや(かばん屋) 8 bag shop 包店 tienda de bolsos
かみのけ(髪の毛) 6 hair 头发 pelo, cabello
カメラ 12 camera 照相机 cámara
からい(辛い) 6 hot 辣 picante
ガラガラうがい 4 gargle 仰头漱喉咙 gárgaras
カルチャーショック 11 culture shock 文化冲击 shock cultural
かれ(彼) 9 he 他 él
かれら(彼ら) 5 they 他们 ellos
カロリー 4 calorie 热量 caloría
かわ(川) 5 river 江、河 río
～がわ(～側) 10 ～ side ～一侧 ～ parte
かわいがる 9 pet 喜爱、疼爱 querer mucho
かわいそう(な) 9 poor 可怜 desgraciado, pobrecito
かわりに(代わりに) 11 instead 替代 en vez de
かんがえ(考え) 2 thoughts 想法、意见 opinión
かんがえはじめる(考え始める) 15 begin to think 开始考虑 empezar a pensar
かんきょう(環境) 12 environment 环境 medio ambiente
かんけい(関係) 2 connection 关系 relación
かんけいする(関係する) 13 relate 有关 relacionado
かんけいなく(関係なく) 9 regardless of 跟～没关系、不受～限制 no importar
かんこうち(観光地) 7 tourist spot 旅游景点 punto turístico
かんさつする(観察する) 14 observe 观察 observar
かんしゃ(する)(感謝(する)) 8 appreciate 感谢 agradecer
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かんじゃ(患者) 6 patient 患者 paciente
かんじょう(感情) 7 emotion 感情 emoción
かんじる(感じる) 5 feel 感觉 sentir
かんしん(関心) 4 interest 关心 interés
かんしんする(感心する) 6 be impressed 佩服 quedar impresionado
かんせんしょう(感染症) 7 infectious disease 感染症 enfermedad infecciosa
かんどうする(感動する) 5 be moved 感动 conmoverse, emocionarse
かんびょうする(看病する) 8 nurse 护理病人 cuidar (a un enfermo)
かんりょうする(完了する) 5 complete 完了 completar
き(木) 2 tree 树 árbol
きおん(気温) 12 temperature 气温 temperatura
きかん(期間) 10 term 期间 periodo
きぐるみ(着ぐるみ) 5 mascot costume 卡通人偶服装 disfraz de mascota
きこう(気候) 6 climate 气候 clima
きこくする(帰国する) 9 go back to one's country 回国 regresar a su país
きしょう(気象) 12 weather 气象 tiempo atmosférico
きず(傷) 15 hurt 伤 herida
きせつ(季節) 2 season 季节 estación (del año)
きそくただしい(規則正しい) 4 regular 有规律 regular
きちょう(な)(貴重(な)) 14 precious 贵重 precioso
きちんと 12 properly 正确地 correctamente
きっかけ 8 trigger 契机 motivo
きづく(気づく) 7 notice 注意到 darse cuenta
きっと 1 surely 一定 seguramente

きにしない(気にしない) 3 do not mind 不介意
no dar importancia,
no preocuparse

きぼう(希望) 11 hope 希望、愿望 deseo, esperanza
きまつしけん(期末試験) 5 end-of-term examination 期末考试 examen final
きまつテスト(期末テスト) 8 term-end exam 期末考试 examen final
きまり 10 rule 规则 regla, norma
きみ(君) 5 you 你 tú
ぎむ(義務) 3 obligation 义务 deber
きもち(気持ち) 1 feeling 心情 sentimiento
きもちわるい(気持ち悪い) 16 disgusting 不愉快、恶心 desagradable
きもの(着物) 1 kimono 和服 kimono
きょういく(教育) 9 education 教育 educación
きょうかんする(共感する) 11 sympathize 同感 sentir simpatía
ぎょうじ(行事) 11 event 仪式、活动 actos, ceremonias
きょうせい(強制) 6 compulsion 强制 coacción
きょうちょう(する)(強調(す
る))

5 emphasize 强调 recalcar

きょうみ(興味) 5 interest 兴趣 interés
きょうみをもつ(興味を持つ) 5 have an interest in 有兴趣 tener interés
きょうりゅう(恐竜) 4 dinosaur 恐龙 dinosaurio
きょり(距離) 9 distance 距离 distancia
きる(着る) 1 wear 穿 llevar, vestir
きんじょ(近所) 13 neighborhood 近邻 vecindario
きんちょうする(緊張する) 15 get nervous 紧张 ponerse nervioso
きんにく(筋肉) 7 muscle 肌肉 músculo
きんりょく(筋力) 7 muscle 肌肉的力量 fuerza muscular
くうちゅう(空中) 11 air 空中 aire

くずす 16 write in a simplified form 写成草体
poner en letra corrida,
simplificada

ぐたいてき(な)(具体的(な)) 8 specific 具体 concreto
くだもの(果物) 5 fruit 水果 fruta
～くみ(～組) 4 class ～ ～班 clase ～
[あしを]くむ([足を]組む) 7 cross [legs] 交叉[腿] cruzar [las piernas]
[ダブルスを]くむ([ダブルス
を]組む)

11 pair up 组成[双打] formar [pareja]
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くも(雲) 14 cloud 云 nube
クラゲ 7 jellyfish 海蜇 medusa
くらしていく(暮らしていく) 9 live 生活下去 vivir
くらす(暮らす) 9 live 生活、过日子 vivir
グランプリ 5 grand prix 大奖 gran premio
くり(栗) 9 chestnut 栗子 castaño
クリスマス 1 Christmas 圣诞节 Navidad
グループめんせつ(グループ面
接)

13 group interview 集体面试 entrevista en grupo

くろう(苦労) 14 trouble, hardship 辛劳 dureza, penalidades
くわえる(加える) 16 add 加上 añadir
くわしく(詳しく) 5 in detail 详细地 detalladamente
くんれん(訓練) 7 training 训练 ejercicio
けいけんする(経験する) 2 experience 经历、体验 tener la experiencia
けいご(敬語) 14 honorific 敬语 honorífico
けいさんもんだい(計算問題) 13 sums 计算题 problema de cálculo
けいじ(刑事) 11 detective 刑警 detective
けいゆ(経由) 13 via 经由 vía
ゲームき(ゲーム機) 1 gaming device 游戏机 consola, aparato de juegos
ゲームクリエーター 1 game creater 游戏开发者 creador de juegos

けつあつ(血圧) 6 blood pressure 血压
tensión arterial, presión
arterial

けつい(決意) 12 decision 决心 decisión
けっか(結果) 8 result 结果 resultado
けっこんする(結婚する) 9 marry 结婚 casarse
けっして(決して) 12 never 决(不)、绝对(不) nunca
げらげら(わらう)(げらげら(笑
う))

6 guffaw 哈哈(笑) a mandíbula batiente

げんいん(原因) 4 cause 原因 causa
けんがく(見学) 13 visit 参观 visita
けんがくかい(見学会) 16 open school 参观体验会 día de visita
げんかん(玄関) 6 entrance 正门 vestíbulo
けんきゅう(研究) 6 research 研究 investigación
けんきゅうチーム(研究チーム) 6 research team 研究团队 equipo de investigación
けんこう(な)(健康(な)) 1 health 健康 sano
けんじょうご(謙譲語) 14 humble expression 自谦语 lenguaje de modestia
げんしょうする(減少する) 9 decrease 减少 disminuir
けんどう(剣道) 5 kendo 剑术 kendo
けんりがある(権利がある) 9 have a right 有权利 tener derecho
ごあいさつをいただきます 11 We will receive an address.恭请～致辞。 Nos dirigirá un saludo.
こいびと(恋人) 2 boy/girlfriend 恋人 enamorado, novio
こうか(効果) 6 effect 效果 efecto
こうかいする(後悔する) 2 regret 后悔 arrepentirse
こうかがある(効果がある) 6 have an effect 有效 tener efecto
こうぎょう(工業) 8 industry 工业 industria

こうこうけんがく(高校見学) 8 open school 参观高中
día de visita a un instituto
de bachillerato

こうじ(工事) 10 construction 施工 obra de construcción
こうした 12 this 这样的 este
こうじょう(工場) 12 factory 工厂 fábrica
こうそうビル(高層ビル) 14 high building 高层大楼 rascacielos

こうつうじこ(交通事故) 9 traffic accident 交通事故
accidente de
tráfico/tránsito

こうどう(する)(行動(する)) 12 act 行动 actuar

こうないほうそう(校内放送) 9
School public address
system

校内广播 emisora escolar, megafonía

こうばん(交番) 6 police box 派出所 puesto de policía
こうみんかん(公民館) 5 communitiy center 公民馆 centro comunitario
～こうもく(～項目) 9 ～ item ～项目 ～ apartado(s), ～ punto(s)
こうやって 12 like this 这样 de esta forma
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こうりゅう(交流) 12 interchange 交流 intercambio
コース 14 course 路线 ruta
コーナー 1 section 专柜 sección
こおる(凍る) 12 ice 冻 congelarse
こくさい(国際) 1 international 国际 internacional
こくさいきかん(国際機関) 7 international organization 国际机构 organismo internacional
こくせき(国籍) 9 nationality 国籍 nacionalidad
こころみる(試みる) 7 try 尝试 intentar
こじんめんせつ(個人面接) 13 individual  interview 个人面试 entrevista individual
コスプレたいかい(コスプレ大
会)

1 cosplay contest 角色扮演大会 concurso de cosplay

ごちそう 16 feast 好吃的、美味
festín, comida rica y
abundante

ごちゅういください(ご注意く
ださい)

12 Please be careful. 请注意。 Tengan cuidado.

こちらこそ 13 same here 彼此彼此 Igualmente
こちらの 13 this (polite) 这(量词)(礼貌用语) este (lenguaje de cortesía)
コック 2 cook 厨师 cocinero
コップ 6 glass 杯子 vaso
ことわざ 2 proverb 谚语 refrán
このまま 12 as it is 就这样 si sigue así
このような 10 like this 这种 así, como este
このように 5 like this 这样、如此 así, de esta forma
こぼす 15 spill 洒 derramar
ごみすて(ごみ捨て) 9 taking out the garbage 倒垃圾 acción de sacar la basura
コミュニケーション 7 communication 沟通、交流 comunicación
コミュニケーションをとる 7 communicate 进行沟通、开展交流 comunicarse
ごみをだす(ごみを出す) 9 take out the garbage 倒垃圾 sacar la basura
(お)こめ((お)米) 3 rice 大米、稻米 arroz
こめづくり(米作り) 3 rice farming 水稻栽培 cultivo del arroz
これで 8 now 就此 con esto
これら 16 these 这些 estos
ころ(頃) 2 as, when 时候、时期 siendo …, cuando era …
こんかい(今回) 8 this time 这次 esta vez
こんがっき(今学期) 1 this term 这个学期 este periodo escolar
こんきょ(根拠) 16 reason 根据 fundamento
こんなに 12 so 这么 tan
コンピューター 8 computer 电脑 ordenador, computadora
さ(差) 6 difference 差、相差 diferencia
サービスする 14 serve 提供服务 dar un servicio
さいがい(災害) 10 disaster 灾害 desastre
さいがいじ(災害時) 9 during disasters (发生)灾害时 caso de desastre
さいこうきおん(最高気温) 6 the maximum temperature最高气温 temperatura máxima
さいごに(最後に) 1 at the end 最后 al final
さいしょに(最初に) 16 first 最初 primero
さいだい(最大) 10 maximum 最大 máximo
さか(坂) 16 slope 斜坡 cuesta, pendiente
さがす(探す) 12 look for 寻找 buscar
さがる(下がる) 9 lower 下降 bajar
さきに(先に) 8 first 先 primero
さく(咲く) 2 bloom 开(花) florecer
さくもつ(作物) 12 crop 农作物 cosecha
さくら(桜) 2 cherry blossom 樱花 cerezo
(お)さけ((お)酒) 1 alcohol 酒 licor
さけ(鮭) 3 salmon 鲑鱼、三文鱼 salmón
さげる(下げる) 6 lower 降低 bajar
サッカーせんしゅ(サッカー選
手)

7 soccer player 足球选手 futbolista

サッカーぶ(サッカー部) 6 soccer club 足球部 club de fútbol

さ
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さて 9 by the way 那么 ahora bien
さとう(砂糖) 4 sugar 砂糖 azúcar
サポート 8 support 支援 apoyo
さまざま(な) 6 various 各种各样 diversos
さめる(冷める) 3 get cool 变凉 enfriar(se)
(お)さら((お)皿) 15 plate 盘子、碟子 plato
さらに 5 besides 并且 además
さんかく(三角) 3 triangle 三角形 triángulo
さんかする(参加する) 1 take part in 参加 tomar parte

さんしゃめんだん(三者面談) 10 parent-teacher meeting 三方面谈
reunión tripartita (padres,
profesores, alumnos)

さんち(産地) 5 growing district 产地 región productora
しあいかいじょう(試合会場) 13 venue for the game 赛场 lugar del partido
しあわせ(幸せ) 6 happiness 幸福 felicidad
しあわせ(な)(幸せ(な)) 6 happy 幸福 feliz
シール 12 sticker 贴纸标签 adhesivo, pegatina
しえき(使役) 6 causative 使役 factitivo, causativo

しえきけい(使役形) 6 causative form 使役形
forma factitiva, forma
causativa

しえん(支援) 10 support 支援 apoyo
しえんボランティア(支援ボラ
ンティア)

8 supporting volunteer staff支援的志愿者 voluntario de apoyo

しかく(視覚) 11 vision 视觉 vista
しかし 3 but 但是 sin embargo
しかる(叱る) 1 scold 训斥、批评 regañar
～じかんはん(～時間半) 13 ～ hour and a half ～个半小时 ～ hora(s) y media
じき(時期) 15 time 时期 momento
しげき(刺激) 6 stimulation 刺激 estímulo
じけん(事件) 12 accident 事件 accidente
じこ(事故) 10 accident 事故 accidente
じごく(地ごく) 7 hell 地狱 infierno
システム 7 system 制度 sistema
しずみはじめる(沈み始める) 7 begin to set 开始下沉 empezar a ponerse
しずむ(沈む) 7 set 下沉 ponerse, ocultarse
しぜん(自然) 5 nature 自然 naturaleza
しぜんきょうしつ(自然教室) 11 Nature class 自然教室 clase en la naturaleza
しぜんさいがい(自然災害) 16 natural disaster 自然灾害 desastre natural
しぜんすう(自然数) 8 natural numbers 自然数 número natural
したしみをもつ(親しみをもつ) 5 like 有亲切感 sentir simpatía

じっかんする(実感する) 15 realize 真实感受、体会
darse cuenta, sentir en
propia piel

じっくり 15 thoroughly 仔细地 con calma, detenidamente
じっけんする(実験する) 13 experiment 实验 hacer un experimento
じつげんする(実現する) 7 realize 实现 realizar

じっこういいん(実行委員) 16 member of committee 实行委员
miembro del comité
ejecutivo

じっさいに(実際に) 2 actually 实际 en la práctica
しつど(湿度) 14 humidity 湿度 humedad
しつない(室内) 9 indoor 室内 cubierto
じつは(実は) 15 actually 老实说、实际上 en realidad
しつれい(な)(失礼(な)) 2 rude 失礼、无礼 grosero, maleducado
じどうはんばいき(自動販売機) 10 vending machine 自动售货机 máquina de venta automá
じぶんじしん(自分自身) 15 oneself 自己 uno mismo
しぼう(脂肪) 4 fat 脂肪 grasa

しぼうこう(志望校) 8 school of one's choice 要报考的学校
escuela preferida para
ingresar

しぼうしゃすう(死亡者数) 9 fatality 死亡人数 número de víctimas
しぼうする(志望する) 13 wish 志愿 aspirar
しぼる 7 wring 拧 escurrir

し
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しま(島) 16 island 岛 isla
しまう 9 put back 收拾、收藏 recoger
じむしつ(事務室) 13 office 办公室 oficina
しゃいん(社員) 13 company employee 职员 empleado
しゃかい(社会) 12 society 社会 sociedad

しやくしょ(市役所) 1 municipal office 市政府
ayuntamiento,
municipalidad

しゃちょう(社長) 13 president 总经理 presidente
しゃべる 6 talk 说话 hablar
シャワー 7 shower 淋浴 ducha
シャンプー 6 shampoo 洗发水 champú
じゆう(な)(自由(な)) 9 free 自由 libre
しゅうかん(習慣) 3 custom 习惯 costumbre
じゆうこうどう(自由行動) 14 free time activities 自由行动 tiempo libre

じゅうじつする(充実する) 15 be fulfilling 充实
ser satisfactorio, ser lleno
de sentido

じゅうぶん(十分) 16 enough 充分 suficientemente
じゅうようせい(重要性) 7 importance 重要性 importancia
しゅご(主語) 1 subject 主语 sujeto
しゅじんこう(主人公) 2 main character 主人公 protagonista
しゅだん(手段) 4 means 手段 medio
しゅちょう(する)(主張(する)) 3 insist 主张 presentar, defender
しゅっしんち(出身地) 7 birthplace 出生地 lugar de nacimiento
じゅみょう(寿命) 6 life 寿命 duración de la vida
しゅるい(種類) 3 kind 种类 tipo
～しゅるい(～種類) 14 ～ kind ～类、～种 ～ tipo(s)
しゅわ(手話) 11 sign language 手语 lengua de señas
じゅんばんに(順番に) 8 in order 按顺序 en orden
～じょう(～錠) 14 ～ tablet ～药片 ～ pastilla(s)
じょうしき(常識) 2 common sense 常识 sentido común
しょうしょうおまちください
(少々お待ちください)

14 just a moment, please. 请稍等一下。 Un momento, por favor.

じょうたい(状態) 7 condition 状态 estado
しょうひする(消費する) 4 burn 消耗 quemar
じょうほう(情報) 10 information 信息 información
じょうほうげん(情報源) 4 source of information 信息来源 fuente de información
しょうめん(正面) 11 front 面对面 frente
しょくぎょう(職業) 9 occupation 职业 ocupación
しょくご(食後) 9 after eating 饭后 después de la comida
しょくせいかつ(食生活) 4 eating habits 饮食生活 hábitos alimenticios
じょし(女子) 9 girl 女孩 niña, chica
じょじょに(徐々に) 9 gradually 慢慢地 poco a poco
じょせい(女性) 6 woman 女性 mujer
しょっき(食器) 9 dish 餐具 vajilla, plato
しょどう(書道) 1 calligraphy 书法 caligrafía
しょるい(書類) 13 document 资料、文件 documento
しらせる(知らせる) 10 inform 通知 transmitir, hacer saber
しろ(白) 8 white 白 blanco
(お)しろ((お)城) 15 castle 城堡 castillo
しんかん(新刊) 13 new book 新出版的书 nueva edición
じんこう(人口) 9 population 人口 población
しんじる(信じる) 6 believe 相信 creer
しんちょう(身長) 10 height 身高 estatura
シンデレラ 15 Cinderella 灰姑娘 Cenicienta
しんど(震度) 10 seismic intensity 震度 intensidad sísmica
しんねん(新年) 16 new year 新年 año nuevo
じんぶつ(人物) 11 person 人物 persona
しんぶん(新聞) 13 newspaper 报纸 periódico
じんめい(人名) 16 name of person 人名 nombre de persona
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しんゆう(親友) 6 best friend 好朋友 amigo íntimo
しんりん(森林) 12 forest 森林 bosque
しんろ(進路) 8 course (毕业后的)去向 camino a seguir
ず(図) 3 figure 图 gráfico, diagrama
すいえいぼうをかぶる(水泳帽
をかぶる)

3 wear swimming cap 戴游泳帽 llevar gorro de baño

すいぶん(水分) 6 water 水分 agua, líquidos
ずいぶん 13 very much 非常 muy
すいりょう(推量) 1 guess 推量 suposición
すうねん(数年) 16 several years 数年、几年 varios años
～すえ(～末) 16 at the end of ～ ～末 finales de ～
スカート 5 skirt 裙子 falda
すがた(姿) 6 appearance 样子、身姿 aspecto, (ver) cómo ～
スキーじょう(スキー場) 12 ski resort 滑雪场 estación de esquí
すききらい(好き嫌い) 9 likes and dislikes 好恶 te guste o no te guste
すぎる 2 pass (时间)过 pasar
ずけい(図形) 4 figure 图形 figura
すこしずつ(少しずつ) 15 little by little, gradually 一点点地 poco a poco
すごす(過ごす) 6 live 过(日子) pasar
すずしい(涼しい) 12 cool 凉快 fresco
すすめる(進める) 7 carry forward 推进 llevar a cabo
すすんでいく(進んで行く) 7 go on 往前走 seguir
スタートする 2 start 开始、启动 empezar, comenzar
スタッフ 7 staff 职员 personal
ずつう(頭痛) 15 headache 头痛 dolor de cabeza
ステッカー 10 sticker 贴纸 pegatina
すてる(捨てる) 6 throw away 扔掉 tirar, botar
ストーリー 1 story 故事情节 historia, relato
ストレス 1 stress 精神压力 estrés
スピーチする 8 give a speech 演说 dar un discurso
スピーチたいかい(スピーチ大
会)

9 speech contest 讲演比赛 concurso de oratoria

スピーチメモ 8 notes for a speech 讲话草稿 apuntes para el discurso
スペインご(スペイン語) 10 Spanish 西班牙语 español (idioma)
すべて 7 all 一切 todo
すべりだい(滑り台) 13 slide 滑梯 tobogán
すべる(滑る) 12 slip 滑 resbalar
スポーツたいかい(スポーツ大
会)

12 sports event 运动会 evento deportivo

スポーツマン 5 sportsman 运动员 deportista

スマートフォン 1 smartphone 智能手机
smartphone, teléfono
inteligente

せいい(誠意) 14 faith 诚意 buena fe
せいかく(な)(正確(な)) 10 correct 正确 correcto
せいかく(性格) 14 character 性格、脾气 carácter
せいかつアンケート(生活アン
ケート)

16 survey about one's life 有关生活的问卷调查
encuesta sobre la vida
diaria

せいかつする(生活する) 7 live 生活 vivir
～せいき(～世紀) 12 ～ century ～世纪 siglo ～
せいしき(な)(正式(な)) 15 formal 正式 formal
せいすう(整数) 8 integer numbers 整数 número entero
せいちょうき(成長期) 3 period of growth 发育期 etapa de crecimiento
せいちょうする(成長する) 13 grow 成长 crecer
せいとかい(生徒会) 3 the student council 学生会 consejo de alumnos
せいのせいすう(正の整数) 8 positive integer 正整数 número entero positivo
せいふく(制服) 1 school uniform 校服 uniforme escolar
せいべつ(性別) 9 sex 性别 sexo
せかい(世界) 1 world 世界 mundo
せかいいち(世界一) 16 top of the world 世界第一 número uno del mundo

せ

す

11 / 23 



せかいじゅう(世界中) 1 all over the world 全世界 en todo el mundo

せきにんかん(責任感) 15 sense of responsibility 责任感
sentido de la
responsabilidad

せつ(説) 3 opinion 说法 teoría
せっきょくてき(な)(積極的
(な))

3 active 积极 activo

せっけん(石けん) 4 soap 肥皂 jabón
ぜったい(絶対) 14 absolutely 绝对、一定 sin duda
ぜつめつ(する)(絶滅(する)) 12 die out 灭绝 extinguirse
ぜつめつきぐしゅ(絶滅危惧種) 12 endangered species 频危物种 especie amenazada
ぜひ 15 be sure to ～ 一定 sin falta
ゼロ 13 zero, none 零 cero
ぜんいき(全域) 10 whole area 整个地区 toda el área
ぜんこうしゅうかい(全校集会) 11 school assembly 全校集会 asamblea escolar
ぜんこく(全国) 1 the whole country 全国 todo el país

せんごくじだい(戦国時代) 14 the Warring State Period 战国时代
periodo de los países en
guerra (periodo Sengoku)

せんじつ(先日) 15 the other day 前几天 el otro día
せんしゅ(選手) 2 player 选手 jugador
せんしゅうまつ(先週末) 6 last weekend 上周末 el fin de semana pasado
ぜんせかい(全世界) 2 the whole world 全球、全世界 todo el mundo
ぜんぜん(全然) 6 completely 完全 totalmente
ぜんたい(全体) 9 whole 全体 en total
せんたく(洗濯) 9 washing 洗涤 colada, lavado de la ropa
せんたくもの(洗濯物) 9 laundry 要洗的衣服 ropa para lavar, ropa
せんでん(宣伝) 5 advertisement 宣传 publicidad
せんもん(専門) 7 specialty 专业 especialidad
そうおもいます(そう思います) 1 I think so. 我认为是这样的。 Así lo creo.
ぞうか(する)(増加(する)) 9 increase 增加 aumentar
そうかな 15 Is that so? 是这样吗？ ¿Será de verdad así?
そうさ(操作) 3 operation 操作 manejo
そうすると 7 then 这样的话、那么 así que
そうですよね 15 You're right. 是这样啊。 Sí, ¿verdad?
そうなんですか 6 Is that so? 是这样啊。 ¿Ah, sí?
そこで 7 then 此时 entonces
そだてる(育てる) 6 grow 栽培 cultivar

そちら 13 you (polite) 贵方、您
usted, ahí / donde usted
está (lenguaje de cortesía)

そのご(その後) 16 after that 那以后 posteriormente
そのため 7 therefore 因此 por eso
そのまま 8 as it is 照原样 sin más, tal como está
そふ(祖父) 6 grandfather 爷爷、姥爷 abuelo
それじゃ 5 that is why 那么 así
それでは 8 now 那么 bueno, entonces
それでも 15 nevertheless 尽管如此 aun así
それに 1 besides 而且 además
それほど 12 that 那么 tan
そんけいご(尊敬語) 14 respectful expression 尊敬语 lenguaje de respeto
そんな 8 that 那样 tal, ese
たいいくいいん(体育委員) 5 P.E. teachers' helper 体育委员 ayudante de gimnasia
だいいっぽ(第一歩) 2 first step 第一步 primer paso
たいかい(大会) 4 meeting, competition 大会 campeonato, competición
だいがく(大学) 6 university 大学 universidad

だいがくじゅけん(大学受験) 1
entrance examination for
college

高考
examen de ingreso en la
universidad

だいかつやく(大活躍) 5 taking an active part in 非常活跃 (hacer) un gran papel

たいけんがくしゅう(体験学習) 14 learning through doing 体验学习
aprendizaje práctico de un
trabajo

そ
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たいけんちゅう(体験中) 15 during the internship 体验期间 durante las prácticas
タイご(タイ語) 11 Thai 泰语 tailandés (idioma)
だいじ(な)(大事(な)) 2 important 重要 importante
たいじする(退治する) 2 slay 击退 vencer
たいじゅう(体重) 10 weight 体重 peso
たいしょう(対象) 8 object 对象 objeto
たいせつさ(大切さ) 7 importance 重要性 importancia
たいそうふく(体操服) 10 gym wear 运动服 ropa de gimnasia
だいたい(大体) 10 approximate 大致、大概 aproximado
たいちょうふりょう(体調不良) 4 poor health 身体不好 mala condición física
タイトル 8 title 标题 título
たいないどけい(体内時計) 4 biological clock 生物钟 reloj biológico
たいひ(対比) 2 contrast 对比 contraste
だいひょう(代表) 7 representative 代表 representante
だいひょうてき(な)(代表的
(な))

7 typical 有代表性 típico

たいふう(台風) 1 typhoon 台风 tifón
たいへいよう(太平洋) 10 the Pacific Ocean 太平洋 Océano Pacífico
たいへん(大変) 16 very much 非常 mucho
たいよう(太陽) 4 sun 太阳 sol
だいり(代理) 16 proxy, fill-in 代理 sustitución
たいりょく(体力) 7 strength 体力 fuerza física
たおす(倒す) 4 defeat 打倒 derribar
たおれる(倒れる) 10 fall over 倒下 caerse
だが 11 however 但是 pero

たくあん 3 pickled Japanese radish 腌咸萝卜
nabo en pasta de salvado y
sal

タクシーがいしゃ(タクシー会
社)

14 taxi company 出租车公司 empresa de taxis

～だけど 3 (introductory expression) (引言(开场白)，一种接
续表现)

(expresión introductoria)

たげんご(多言語) 10 multiple languages 多种语言 multilingüe
[せんせいがしゅくだいを]だす
([先生が宿題を]出す)

4 [teacher] give [homework][老师]留[作业] poner [deberes el profesor]

たたかう(戦う) 2 fight 战斗 luchar
たたむ 9 fold 叠 doblar
たちあがる(立ちあがる) 13 stand up 站起来 ponerse de pie, pararse
たちば(立場) 5 position 立场 posición
たつ(立つ) 6 stand 站 levantarse
たつ(経つ) 10 pass 流逝、过去 pasar
たつまき(竜巻) 12 tornado 龙卷风 remolino, tromba
たてがき(縦書き) 15 vertical writing 竖写 escritura vertical
たてる(建てる) 1 build 建造 construir
たてる(立てる) 7 raise 竖 levantar
たとえば(例えば) 4 for example 比如 por ejemplo
たのしむ(楽しむ) 9 enjoy 愉快、享受 disfrutar
たび(旅) 3 journey 旅行 viaje
たびにでる(旅に出る) 3 go on a journey 去旅行 salir de viaje
ダブルス 11 doubles 双打 dobles
たべかた(食べ方) 3 way to eat 吃法 modo de comer
たべすぎ(食べすぎ) 4 overeating 吃过量 sobrealimentación
たべつづける(食べ続ける) 12 continue eating 连着吃 seguir comiendo
たましい(魂) 5 soul 灵魂 alma
たもつ(保つ) 7 keep 保持 mantener
たようせい(多様性) 16 diversity 多样性 diversidad
たりない(足りない) 6 lack 不够 ser insuficiente, no bastar
だれでも(誰でも) 10 anyone 任何人都 cualquier persona
たわらがた(俵型) 3 cylindrical shape 圆柱形 forma cilíndrica
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だんご(団子) 2 dumpling 丸子
bola de harina de arroz
cocida al vapor

だんじょ(男女) 9 male and female 男女 hombres y mujeres
だんじょべつ(男女別) 9 according to gender 男女分别(来看) separando por sexo
だんせい(男性) 9 male 男性 hombre
だんだん 9 gradually 渐渐 gradualmente
たんとう(担当) 14 person in charge 负责、担当 encargado
だんとう(暖冬) 12 warm winter 暖冬 invierno suave/templado
たんとうしゃ(担当者) 14 person in charge 负责人 persona encargada
ちいき(地域) 5 region 地域、地区 región
ちいさい(小さい) 2 little 小 pequeño
ちいさな(小さな) 11 small 小的 pequeño
～チーム 13 ～ team ～队 ～ equipo(s)

チェックする 9 check 打勾
chequear, checar,
comprobar

ちがい(違い) 6 difference 不同、差异 diferencia
ちがう(違う) 4 be different 不同、不一样 diferente
ちかづく(近づく) 1 approach 靠近、临近 acercarse
ちから(力) 4 power 力量 fuerza
ちきゅう(地球) 12 earth 地球 Tierra
ちきゅうおんだんか(地球温暖
化)

12 global warming 全球变暖 calentamiento global

ちしき(知識) 2 knowledge 知识 conocimientos
ちほう(地方) 10 district 地区、地方 región
ちめい(地名) 16 name of place 地名 topónimo
(お)ちゃ((お)茶) 5 (green) tea 茶 té verde
ちゃくせき(着席) 13 sitting 就坐 sentarse
ちゃわん 6 rice bowl 饭碗 bol de arroz
チャンス 6 chance 机会 oportunidad, chance
チャンピオン 9 champion 冠军 campeón
ちゅう(注) 3 note 注释 nota
ちゅういてん(注意点) 13 points to be careful of 注意事项 puntos que hay que cuidar
ちゅうかがい(中華街) 10 Chinatown 中华街、唐人街 barrio chino
ちゅうがく(中学) 4 junior high school 初中 escuela secundaria
ちゅうかんテスト(中間テスト) 10 mid-term test 期中考试 examen parcial
ちゅうしゃ(注射) 6 injection 打针、注射 inyección
ちょうさ(調査) 6 survey 调查 estudio
ちょうせいする(調整する) 4 adjust 调整 ajustar
ちょくせん(直線) 8 straight line 直线 línea recta
ちょくぜん(直前) 7 just before 即将～之前 justo antes
チョコレートケーキ 2 chocolate cake 巧克力蛋糕 pastel/tarta de chocolate
ちょっかく(直角) 8 right angle 直角 ángulo recto
つうやくする(通訳する) 15 interpret 口译 interpretar, traducir
つかいすて(使い捨て) 12 disposable 一次性(用品) desechable, descartable
つく 12 get, accumulate 画(圈儿) poner
つくりかた(作り方) 7 how to make 做法 forma de hacer
つくる(造る) 1 make, build 制造、建造 hacer, fabricar
つける 9 write 划上 poner
つたわる(伝わる) 15 be conveyed 传达 transmitirse
つづく(続く) 10 continue 继续 continuar
ツナ 3 tuna 金枪鱼肉 atún
つなみ(津波) 4 tsunami, tidal wave 海啸 tsunami, maremoto
つねに(常に) 16 always 经常、平时 siempre
つぼみ 9 bud 花蕾 capullo
つまり 2 in other words 即、也就是说 es decir
つよさ(強さ) 10 intensity 强度 fuerza
つよめる(強める) 16 intensify 加强、增强 intensificar
つらい(辛い) 4 hard 难受 duro
つれる(連れる) 11 take 牵、带 ir con

ち
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であう(出あう) 12 meet 遇、遭遇 toparse
てあらい(手洗い) 4 hand washing 洗手 lavado de manos
ていぎ(定義) 8 definition 定义 definición
ていきょうする(提供する) 15 offer 提供 ofrecer

～ていただく 15
(polite equivalent of
～てもらう)

(「～てもらう」的礼貌

用语)

(equivalente cortés de
～てもらう)

ていど(程度) 13 degree 程度 grado
ていねいご(丁寧語) 14 polite expression 礼貌语 lenguaje de cortesía
テーマソング 5 theme song 主题歌 tema musical
できる 1 be able to 可以 poder
[しゅうかんが]できる([習慣
が]できる)

3
[the custom] come into
existence

形成[习惯]
crearse, formarse [una
costumbre]

[テストが]できる 14 be excellent in [an exam] [考试]考好 salir bien [del examen]
できるだけ 3 as ～ as possible 尽可能 tan … como sea posible

～てくださる 15
(polite equivalent of
～てくれる)

(「～てくれる」的礼貌

用语)

(equivalente cortés de
～てくれる)

てじゅん(手順) 7 procedure 顺序 procedimiento
ですから 4 so 所以、因此 así que …
てつだい(手伝い) 9 help 帮忙 ayuda
てつづき(手続き) 13 procedure 手续 trámite
てつどう(鉄道) 3 railroad 铁路 ferrocarril
でてくる(出てくる) 2 appear 出现 salir, aparecer
てのひら(手のひら) 7 palm 手掌 palma de la mano
[てんすうが]でる([点数が]出
る)

1 [the score] come out 显示[分数] aparecer [la puntuación]

[ちからが]でる([力が]出る) 4 become powerful 有[劲儿]、产生[力量] venir [las fuerzas]
[テレビに]でる([テレビに]出
る)

5 appear [on TV] [在电视节目中]登场、出
演

salir [en televisión]

[けっかが]でる([結果が]出る) 8 [result]  come out 出[结果] salir [un resultado]
[テストはんいが]でる([テスト
範囲が]出る)

8
[range of possible question
for exam] be announced

公布[考试范围]
anunciarse [la materia que
entra en el examen]

[テストに]でる([テストに]出
る)

9 be tested, be on [a test] [考题中]会出 salir [en el examen]

[やせいどうぶつが]でる([野生
動物が]出る)

12 [wild animal] appear [野生动物]出没
aparecer [animales
salvajes]

[しんかんが]でる([新刊が]出
る)

13 [new book] be released 出版[新刊]
publicarse [una nueva
edición]

[しゅくだいが]でる([宿題が]
出る)

14 [homework] be given 留[作业] haber [deberes]

てれる(照れる) 5 be shy, be embarrassed 害羞、难为情 sentir vergüenza
てん(点) 7 point 点、方面 punto
てんき(転機) 5 turning point 转机 momento decisivo
てんけい(典型) 9 type 典型 cosa típica, arquetipo
でんせんする(伝染する) 6 infect 传染 contagiarse
てんちょう(店長) 15 store manager 店长 jefe/gerente de una tienda
でんとうてき(な)(伝統的(な)) 1 traditional 传统 tradicional
でんわにでる(電話に出る) 11 answer the phone 接电话 ponerse al teléfono
でんわをかける(電話をかける) 14 call 打电话 llamar por teléfono
ドア 6 door 门 puerta
とい(問い) 9 question 提问 pregunta
～といいます(～と言います) 14 one's name is ～ . 我姓～。/ 我叫～。 Me llamo ～.
ドイツ 7 Germany 德国 Alemania

～とう(～頭) 9 ～ head ～只、～头
(contador de animales
grandes)

どういうこと 15 what it means 怎么回事 qué (cosa) es
どうさ(動作) 7 action 动作 movimiento
どうしたんだろう 14 I wonder what happened.不知怎么了？ ¿Qué habrá pasado?

て
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(どうぞ)よろしくおねがいいた
します((どうぞ)よろしくお願
いいたします)

13
Pleased to meet you.
(polite)

请多关照。(礼貌用语)
Encantado de conocerlo.
(lenguaje de cortesía)

とうひょうする(投票する) 5 vote 投票 votar
とうふ 9 tofu, bean curd 豆腐 tōfu, cuajada de soja/soya
どうろ(道路) 10 road 道路 carretera
とかい(都会) 12 city 都市 ciudad
ときかた(解き方) 13 how to solve 解答方法 modo de resolver
どきどき(する) 4 get nervous 忐忑不安 ponerse nervioso
とく(解く) 13 solve 解答 resolver, solucionar

とくいかもく(得意科目) 13 best subject 擅长的科目
asignatura en la que es
fuerte

とくさんぶつ(特産物) 5 special product 土特产 producto típico
とくちょう(特徴) 9 characteristic 特征 característica
とし(年) 5 year 年 año

としょいいん(図書委員) 5 library assistant 图书委员
ayudante (comisionado) de
biblioteca

としょかんカード(図書館カー
ド)

16 library card 阅览证 carné de la biblioteca

とちゅう(途中) 8 on the way to 路上 a medio camino
とどく(届く) 6 arrive 送交 ser entregado, llegar
となりどうし(隣どうし) 11 side by side 相邻 uno al lado de otro
どの 2 which 哪一个 cuál, qué
どのような 7 what 怎么样的 qué
どのように 7 how 怎样 cómo
とびこむ(飛び込む) 7 dive 跳进 zambullirse
トピック 1 topic 课题 tema
とまる(止まる) 9 stop 止住 parar
とめる(止める) 7 stop 停止 parar

～ともうします(～と申します) 14 one's name is ～ (humble) 我叫～(自谦语)
me llamo ～ (lenguaje de
modestia)

ともばたらき(共働き) 9 double income 双职工 trabajar ambos cónyuges
トラ 12 tiger 老虎 tigre
ドライマンゴー 4 dried mango 芒果干 mango seco
とりくみ(取り組み) 12 effort 解决对策 esfuerzo, actuación

とりすぎ(取りすぎ) 4 excessive intake 吸收过量
excesiva ingesta, tomar
demasiado

とりだす(取り出す) 10 take out 拿出、取出 obtener, sacar
とりもどす(取り戻す) 12 get back 恢复原样、挽回 recuperar
どりょく(する)(努力(する)) 13 try 努力 esforzarse
[しょくじを]とる([食事を]取
る)

1 have [a meal] 吃[饭] tomar [una comida]

[100てんを]とる([100点を]取
る)

5 get [a grade of 100] 得[100分] obtener/sacar [100 puntos]

[シールを]とる([シールを]取
る)

12 take off [sticker] 撕掉[贴纸] despegar [el adhesivo]

ドレス 15 dress 礼裙 vestido
どろぼう(泥棒) 2 thief 小偷、盗贼 ladrón
どんどん 4 rapidly 不断地 más y más
どんなふう 6 how 怎样的 de qué tipo, de qué modo
ないよう(内容) 2 content 内容 contenido
ながいあいだ(長い間) 3 for a long time 长期 durante mucho tiempo
なかがいい(仲がいい) 5 be friendly with 关系亲密 llevarse bien
ながさ(長さ) 4 length 长(度) duración
(あらい)ながす((洗い)流す) 4 wash away 冲洗 eliminar lavando
なかなか～ない 15 hardly ～ 怎么也不～ no ～ fácilmente
なかま(仲間) 2 fellow 伙伴 compañero
なかみ(中身) 3 content 内容 contenido
なくす 3 abolish 废止 abolir, quitar
なくなる(亡くなる) 10 die 去世 morir

な
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なぐる(殴る) 1 hit, punch 打、殴打 golpear
なげる(投げる) 9 throw 摔倒 tumbar, derribar
なぜ 3 why 为什么 por qué
なぜか 6 somehow 不由得 por alguna razón
なぜなら 7 because 因为 porque
ナチス 7 the Nazis 纳粹 nazismo
なつ(夏) 2 summer 夏天 verano
なっとく(納得) 5 satisfaction 理解 convencimiento
なにげなく(何気なく) 7 without intention 无意地、不自觉地 inadvertidamente
なまける(怠ける) 9 neglect one's duties 偷懒 desatender, descuidar
なみだ(涙) 4 tear 眼泪 lágrima
ならいはじめる(習い始める) 5 start to learn 开始学习 empezar a aprender
ならぶ(並ぶ) 7 line up 鳞次栉比 estar alineado
なるべく 12 as ～ as possible 尽量 lo más ～ posible
なんでも(何でも) 8 whatever 什么都 cualquier cosa, todo
なんども(何度も) 15 many times, repeatedly 好几次 innumerables veces

にぎる(握る) 3 grasp 攥
compactar ahuecando las
manos

(お)にく((お)肉) 3 meat 肉 carne

にこ(二胡) 5
(name of Chinese musical
instrument)

二胡 erhu (violín chino)

にこにこ(わらう)(にこにこ(笑
う))

6 smile 微微(笑) risueño

にし(西) 5 west 西 oeste

にっぽんチーム(日本チーム) 2 Japan national team 日本队
selección nacional de
Japón

にどと～ない(二度と～ない) 12 never ～ again 不再重犯～ nunca más
にゅうがく(する)(入学(する)) 13 enter school 入学 ingresar en una escuela
にゅうがくしき(入学式) 11 entrance ceremony 入学典礼 ceremonia de ingreso

にゅうし(入試) 13 entrance exam 入学考试
examen de
ingreso/admisión

ニュージーランド 4 New Zealand 新西兰 Nueva Zelanda
にわ(庭) 9 garden 庭院 jardín
ニワトリ 16 chicken 鸡 gallina
にんきがでる(人気がでる) 1 become popular 开始红起来 hacerse popular
にんきしょうひん(人気商品) 3 popular product 受欢迎的商品、人气商品 producto popular
にんきの(人気の) 3 popular 受欢迎的、有人气的 popular
にんぎょう(人形) 2 doll 偶人、玩偶 muñeco
にんげん(人間) 2 human being 人、人类 ser humano
にんげんせい(人間性) 5 human nature 人性 carácter humano
ねつがでる(熱が出る) 8 get a fever 发烧 tener fiebre
ねったいぎょ(熱帯魚) 7 tropical fish 热带鱼 pez tropical
ネットショッピング 12 online shopping 网购 compras en línea
ねぼうする(寝坊する) 8 oversleep 睡懒觉 quedarse dormido
ねむる(眠る) 4 sleep 睡觉 dormir
ねん(年) 5 year 年 año

～ねんど(～年度) 9
fiscal year ( from April 1
to March 31)

～年度 año fiscal

のう(脳) 4 brain 脑子 cerebro
のうさぎょう(農作業) 3 farm work 农活 labores del campo
のこす(残す) 12 leave 剩、留 dejar
のこる(残る) 12 remain 留下 quedar

ノックする 13 knock 敲门
llamar a la puerta con los
nudillos

のはら(野原) 7 field 原野 campo
のびる(伸びる) 2 grow longer 伸长 alargarse
のべる(述べる) 15 express 叙述 decir, exponer
[くすりを]のむ([薬を]飲む) 14 take [medicine] 喝[药]、吃[药] tomar [una medicina]
のり 3 laver 海苔、紫菜 alga
のりもの(乗り物) 3 vehicle 交通工具 vehículo
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ノロウィルス 4 norovirus 诺罗病毒 norovirus
のんびりする 5 relax 悠闲自在 relajado
ば(場) 14 opportunity 场所 oportunidad
ばあい(場合) 9 in case 场合、情况 caso
～はい／ばい／ぱい(～杯) 6 glass(es) of ～ ～杯 〜 vaso(s) (cantidad)
ばいかい(媒介) 13 intermediary 媒介 intermediación
ばいきん(ばい菌) 4 germ 细菌 bacteria

ハイキング 14 hiking 远足、郊游
excursión, caminata por la
naturaleza

はいしゃ(歯医者) 13 dentist 牙医 dentista
はいっている(入っている) 2 be included, be contained有着、放有 estar contenido
バイバイ 4 bye-bye 拜拜、再见 adiós
はえる(生える) 6 grow 长、生 salir, crecer
はかいする(破壊する) 12 destroy 破坏 destruir
[コミュニケーションを]はかる
([コミュニケーションを]図る)

11 communicate 设法[沟通] entablar [comunicación]

はく(掃く) 15 sweep 扫 barrer
はくしゅ(拍手) 11 clapping 鼓掌 aplauso
はこぶ(運ぶ) 7 carry 搬运 llevar
はじめ(始め) 8 beginning 开头 comienzo
はじめに(初めに) 9 at first 首先 primero
パス 13 pass 传球 pase
バスケ 5 basketball 篮球 baloncesto, basket
はだ(肌) 2 skin 皮肤 piel
はたす(果たす) 7 carry out 完成 desempeñar
はたらき(働き) 4 working 作用 funcionamiento
はつあんする(発案する) 5 think up 提案 proponer, sugerir
はつおん(発音) 16 pronunciation 发音 pronunciación
はっきり(と) 13 clearly 清楚地 con claridad
はっきりする 10 become clear 明确 clarificar, especificar
はっけん(発見) 11 finding 发现 descubrimiento
はっせいする(発生する) 10 occur 发生 ocurrir
はってん(する)(発展(する)) 1 develop 发展 desarrollarse
はつばい(する)(発売(する)) 3 sell 出售 vender
はっぴょうする(発表する) 5 make public 发表、公开 hacer público
はつめい(発明) 4 invention 发明 invento
はなしあい(話し合い) 16 talk 商量 conversación
はなしあう(話し合う) 4 talk over 商量、讨论 conversar
はなしかた(話し方) 14 how to speak 说话方式 modo de hablar

はなみ(花見) 2
cherry blossom-viewing
party

赏花
contemplación de las flores
del cerezo

はなみずがでる(鼻水が出る) 4 have a runny nose 流鼻涕 moquear
ははおや(母親) 9 mother 母亲 madre
ばめん(場面) 11 situation 场面 situación
はやい(速い) 5 fast 快 rápido

はやねはやおき(早寝早起き) 4
going to bed early and
getting up early

早睡早起
acostarse y levantarse
temprano

はらう(払う) 11 pay 支付、付 pagar
バランス 3 balance 平衡 equilibrio
バランスよく 7 well-balanced 均衡地 de forma equilibrada
はる(春) 2 spring 春天 primavera
はれ(晴れ) 14 fine 晴 despejado
はれる(晴れる) 2 clear 晴 despejar(se)
～ばん(～番) 12 ～ place 第～名 ～ puesto
ばん(番) 15 turn 轮到 turno
はんい(範囲) 8 range, area 范围 ámbito, materia que entra

ハングル 10 the Hangul alphabet 朝鲜文字
letras coreanas, caracteres
coreanos

はんげつ(半月) 6 half moon 半月 media luna

は
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はんたい(反対) 14 opposite 相反 contrario
はんにん(犯人) 11 suspect, perpetrator 犯人 autor de un delito
はんばいする(販売する) 5 sell 销售 vender
～ばんめ(～番目) 3 ～ place 第～位 ～ lugar, ～ posición
パンや(パン屋) 1 bakery 面包店 panadería
ばんりのちょうじょう(万里の
長城)

7 the Great Wall of China 万里长城 la Gran Muralla China

ひがい(被害) 10 damage 受害 daño
ひかえめ(な)(控えめ(な)) 11 modest 谨慎 modesto, discreto
ひかる(光る) 2 shine 闪耀、闪光 brillar
ひざし(日差し) 2 sunshine 阳光 sol, rayos del sol
ひじょうかいだん(非常階段) 9 emergency stairs 逃生梯 escaleras de emergencia
ビタミンシー(ビタミンC) 7 vitamin C 维他命C vitamina C
びっくりする 5 be surprised 吃惊、吓一跳 sorprenderse
ひっしゃ(筆者) 7 writer 笔者 autor
ひつぜん(必然) 14 inevitable 必然 inevitable
ひつよう(な)(必要(な)) 4 necessary 必要 necesario
～ひつようがある(～必要があ
る)

1 have to ～ 有必要
ser necesario ～,
tener que ～

ひつようない(必要ない) 15 not necessary 没必要 no es necesario
ひてい(否定) 13 negative 否定 negación
ひとさしゆび(人差し指) 7 forefinger 食指 dedo índice
ひとびと(人々) 9 people 人们 gente
ひとまえ(人前) 8 in public 人前 en público
ひなん(する)(避難(する)) 10 evacuate 避难 refugiarse
ひなんばしょ(避難場所) 10 evacuation spot 避难场所 refugio
ひゃくメートルそう(100m走) 14 100 meter race 100米赛跑 carrera de 100 metros
ひょう(表) 9 table 表 tabla
ひょうげん(する)(表現(する)) 3 express 表现 expresar
～びょうさ(～秒差) 9 by ～ second(s) ～秒差 diferencia de ～ segundos
ひょうじ(表示) 7 sign 标示 letrero
びようし(美容師) 9 hairdresser 美发师 peluquero
ひょうじょう(表情) 11 expression on one's face 表情 expresión facial
ひらく(開く) 1 hold 召开、举办 celebrarse
ひらひら 11 fluttering 翩翩(舞动) movimiento ondulante
ひろがる(広がる) 1 spread 传播开来 extenderse
ひろげる(広げる) 2 broaden 扩展 ampliar
ヒント 7 hint 启示 pista
ファッション 16 fashion 时装 moda
ふえてくる(増えてくる) 9 increase 增加 aumentar
ふえる(増える) 1 increase 增加 aumentar
ふきゅうする(普及する) 16 become widespread 普及 difundirse
[かぜが]ふく([風が]吹く) 4 [wind] blow 刮[风] soplar [un viento]
ふくそう(服装) 14 clothes 服装 ropa
ブクブクうがい 4 rinse 把水含在口中用力漱口 enjuague
～ふくろ／ぷくろ(～袋) 4 ～ bag ～袋 〜 bolsa(s)
ふしぎ(な)(不思議(な)) 9 wonderful 不可思议、奇怪 extraño, raro
ふせぐ(防ぐ) 4 prevent 预防 prevenir
ふだん(普段) 7 usually 平常 normalmente
ふつかめ(二日目) 14 the second day 第二天 segundo día
ふべん(な)(不便(な)) 1 inconvenient 不方便 poco práctico, engorroso
ふまじめ(な)(不真面目(な)) 14 dishonest 不认真 poco serio, informal
ふやす(増やす) 3 increase 增加 aumentar
ふゆ(冬) 2 winter 冬天 invierno
フライドポテト 4 French fries, chips 炸薯条 papas, patatas fritas
ふらふら(する) 4 feel dizzy 晕呼呼 marearse
プリント 4 work sheet, handout (印有)作业题等的用纸 hoja de ejercicios
ふるさと 5 hometown 故乡、老家 ciudad (pueblo) natal
プロ 7 professional 专业 profesional
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プログラミング 1 programming 编程 programación
プロジェクト 7 project 项目 proyecto
プロやきゅうせんしゅ(プロ野
球選手)

6
professional baseball
player

专业棒球选手 beisbolista profesional

ふんいき(雰囲気) 13 atmosphere 气氛 ambiente
ぶんか(文化) 1 culture 文化 cultura
ぶんしょう(文章) 8 sentence 文章 oración
ぶんぽう(文法) 1 grammar 语法 gramática
へい(塀) 10 wall 围墙 pared, muro
へいきん(平均) 6 on average 平均 promedio
へいきんきおん(平均気温) 9 average temperature 平均气温 temperatura media
へいきんじゅみょう(平均寿命) 6 average life expectancy 平均寿命 promedio de vida
へいきんする(平均する) 16 average 平均 sacar el promedio
へいじつ(平日) 5 weekday 平日 día de semana
ペース 14 pace 速度、节奏 ritmo

ペット 9 pet 宠物
mascota, animal de
compañía

「ペッ」とだす(「ペッ」と出
す)

4 spit “呸”地吐出 escupir

ペットボトル 12 PET bottle 塑料瓶 botella PET
べつの(別の) 13 another 别的 otro
へへ 10 (laughing lightly) heh-heh嘿嘿(笑) je, je
へらす(減らす) 6 reduce 减少 reducir
へる(減る) 6 decrease 减少 disminuir
ペン 3 pen 笔 bolígrafo
へんかする(変化する) 10 change 变化 cambiar
べんきょうづくえ(勉強机) 12 desk 书桌 mesa de estudio
ほいくし(保育士) 9 nursery school teacher 保育员 puericultor
ほうげん(方言) 11 dialect 方言 dialecto, habla
ほうそういいん(放送委員) 5 broadcast monitor 广播委员 encargado de emisiones
ほうほう(方法) 11 means 方法 medio, método
ほうもんする(訪問する) 14 visit 访问 visitar
ホーム 16 platform 站台 andén
ほかの(他の) 2 another 其他的 otro, diferente
ボクシング 9 boxing 拳击 boxeo

ほけんいいん(保健委員) 5
school health-care
committee member

保健委员 comisionado de salud

ほけんだより(保健だより) 6 Nurse's Office Bulletin 保健信息 boletín de la enfermería
ほごする(保護する) 12 protect 保护 proteger
ほし(星) 16 star 星星 estrella
ほす(干す) 9 dry 晾干 secar
ポスター 1 poster 招贴画、海报 póster
ほそい(細い) 6 narrow 细 estrecho, entornado
ほぞんする(保存する) 16 keep 保存 guardar
ボタン 2 button 开关、按钮 botón
ホットケーキ 7 pancake 薄烤饼、薄煎饼 pancake, panqueque
ポップカルチャー 1 pop culture 流行文化 cultura pop

ポテトチップス 4 potato chip/crisp 炸土豆片
papas, patatas fritas (de
bolsa)

ほとんど 6 almost 几乎 casi
ほね(骨) 5 bone 骨头 hueso
ほほえむ 6 smile 微笑 sonreír
ボランティア 13 volunteer staff 志愿者 voluntario (persona)
ボランティアかつどう(ボラン
ティア活動)

10 volunteer activities 志愿者活动 actividad de voluntariado

ポルトガルご(ポルトガル語) 5 Portuguese 葡萄牙语 portugués (idioma)
ほんこう(本校) 13 our school 本校 esta/nuestra escuela
ほんやくする(翻訳する) 10 translate 翻译 traducir
ほんらい(本来) 3 essentially 本来 originariamente, de suyo
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マーク 7 mark 记号、标记 marca
まいとし(毎年) 1 every year 每年 todos los años
マイバッグ 12 reusable bag 环保袋 bolsa propia
まく(巻く) 3 wrap 卷 enrollar
まずい 9 tasteless 味道不好、难吃 tener mal sabor
マスコットキャラクター 5 mascot character 吉祥物偶像 mascota representativa
まずしい(貧しい) 9 poor 贫穷 pobre
また 1 also 另外 además, por otra parte
まだ 3 still 还 todavía
または 9 or 或者 o
まち(街) 7 street 城市、街道 calle
まちがえる(間違える) 14 make a mistake 错 equivocarse
マッチ 9 match 火柴 fósforo, cerilla
まどガラス(窓ガラス) 5 window 窗玻璃 vidrio de la ventana
まとめ 8 conclusion 概括、归纳 resumen
まとめる 9 put together 汇总、归纳 recoger, juntar
マナー 14 manner 规矩 modales, maneras
まなび(学び) 14 learning 学习 aprendizaje
まなぶ(学ぶ) 4 learn 学习 aprender
まにあう(間に合う) 7 can catch 来得及、赶上 llegar a tiempo
マニュアル 13 manual 便览、指南 manual
マニラ 13 Manila 马尼拉 Manila
[ルールを]まもる([ルールを]
守る)

3 obey [rules] 遵守[规则] cumplir [las normas]

[からだを]まもる([体を]守る) 4 protect [body] 保护[身体] proteger [el cuerpo]
まよう(迷う) 12 waver 犹豫 vacilar, dudar
マラソン 10 marathon 马拉松 maratón
マラソンたいかい(マラソン大
会)

14 marathon race 马拉松比赛 maratón

まるい(丸い) 6 round 圆 redondo
まるがた(丸型) 3 round shape 圆形 forma redonda
まるで～ように 2 as if ～ 宛如～ como si ～
まわり(周り) 11 around 周围 alrededor
まんぞくする(満足する) 2 be satisfied 满足、满意 estar satisfecho
み(実) 9 fruit 果实 fruto
み(身) 10 body 身体 cuerpo
みかける(見かける) 9 see 看到 ver, encontrar
みだれる(乱れる) 4 be disturbed 乱、紊乱 desfasarse
みつかる(見つかる) 5 be found 找到 poder encontrar

みなさま 15 everyone (polite) 各位(礼貌用语)
todos ustedes (lenguaje de
cortesía)

みなみ(南) 16 south 南 sur

みぶり(身振り) 7 gesture 姿势(表达意志和感情的
动作)

gesto

みまん(未満) 14 less than 未满 menos de
みりょくてき(な)(魅力的(な)) 6 attractive 有魅力 atractivo
むく(向く) 4 look (up) 向、朝 mirar hacia algo
むくち(な)(無口(な)) 6 taciturn 少言寡语 parco, callado
むしば(虫歯) 1 cavity, tooth decay 虫牙 caries
むり(な)(無理(な)) 15 forcible 勉强 forzoso, obligatorio
めいれい(命令) 6 order 命令 orden
めいわく(な)(迷惑(な)) 15 troublesome 麻烦、打搅 molesto
めざましどけい(目覚まし時計) 2 alarm clock 闹钟 despertador
めせん(目線) 11 one's eyes 视线 mirada
メモ 8 note 记录、草稿 nota, apunte
メリット 15 advantage 优点、好处 ventaja
めん(面) 14 aspect 一面 parte, aspecto
めんせつ(面接) 4 interview 面试 entrevista
めんせつじ(面接時) 13 during the interview 面谈时 al pasar la entrevista
めんせつする(面接する) 13 interview 面试 entrevistar
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めんだんする(面談する) 12 interview 面谈 entrevistarse
めんどう(な)(面倒(な)) 7 tiresome 麻烦 engorroso, fastidioso
もういちど(もう一度) 13 once again 再一次 una vez más
もういっかい(もう一回) 8 once again 再来一次 una vez más, otra vez
もうしわけありませんが(申し
訳ありませんが)

15 Excuse me, but ～. 对不起，可是～。 Discúlpeme, pero ～.

もうどうけん(盲導犬) 11 seeing eye dog, guide dog导盲犬 perro lazarillo
もうひとつ(もう一つ) 14 another 另一个 otro
もぎめんせつ(模擬面接) 13 mock interview 模拟面试 ensayo de entrevista
もじ(文字) 16 letter 文字 letra
～もじ(～文字) 16 ～ letters ～个字 ～ letra(s)
もしかして 2 perhaps 也许 quizás
もしかすると 2 perhaps 或许、说不定 quizás
もじばかりでなく(文字ばかり
でなく)

16 not only letters but~ 不仅是文字 no solamente letras

もしもし 14 hello 喂喂 ¡aló!, ¡diga!
もったいない 12 wasteful 心疼浪费 ser un desperdicio
もどる(戻る) 15 go back 回 regresar
ものおと(物音) 16 sound 响声 ruido
もも(桃) 2 peach 桃 melocotón, durazno
もりもり 4 more and more 迅猛地 a raudales, en abundancia
もんくをいう(文句を言う) 2 complain 发牢骚 quejarse
もんだい(問題) 7 problem 问题 problema
もんだいしゅう(問題集) 1 workbook 试题汇编 cuaderno de ejercicios
やく～(約～) 6 about ～ 约～ aproximadamente ～
やくそく(約束) 2 promise 约定 compromiso
やくだつ(役立つ) 5 help 起作用、有用 servir
やくわり(役割) 5 role 任务、作用 papel, rol
やくわりぶんたん(役割分担) 9 division of roles 分工 reparto de funciones
やじゅう(野獣) 9 beast 野兽 bestia
やせいどうぶつ(野生動物) 12 wild animal 野生动物 vida salvaje
やせる 7 become thin 瘦 adelgazar
やたい(屋台) 7 stand 大排档 puesto
やっきょく(薬局) 14 farmacy 药房 farmacia
やぶる(破る) 12 break 失(约) romper, incumplir
やりかた(やり方) 14 how to ～ 方法 modo de hacer
やわらかい(柔らかい) 5 soft 柔软、柔和 suave
ゆうひ(夕日) 7 the evening sun 夕阳 sol poniente
ゆき(雪) 2 snow 雪 nieve
ゆずる 2 give up 让给 ceder
ゆび(指) 7 finger 手指 dedo
ゆれ(揺れ) 10 shaking 摇晃 temblor
よい(良い) 1 good 好 estar bien
ようす(様子) 4 appearance 情况 aspecto
ヨーロッパ 7 Europe 欧洲 Europa
よごれる(汚れる) 12 be polluted 污染 contaminarse
よしゅう(予習) 10 preparation 预习 preparación de la lección
よそう 9 serve 盛(饭) servir
よていをたてる(予定をたてる) 8 plan 制定计划 hacer un plan
よぼう(予防) 4 prevention 预防 prevención
よぼうちゅうしゃ(予防注射) 6 vaccination 预防针 vacuna
よろこぶ(喜ぶ) 4 be delighted, be overjoyed高兴 alegrarse
(どうぞ)よろしくおねがいいた
します((どうぞ)よろしくお願
いいたします)

13
Pleased to meet you.
(polite)

请多关照。(礼貌用语)
Encantado de conocerlo.
(lenguaje de cortesía)

よわい(弱い) 11 weak 弱势 débil
らく（な）(楽(な)) 10 easy 轻松 cómodo
らくご(落語) 6 comic storytelling 单口相声 cuento cómico
ラジオ 10 radio 收音机 radio
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らっかせい 5 peanut 花生 cacahuete, maní
ラッキー(な) 9 lucky 幸运 afortunado
ランキング 5 ranking 名次、等级 ranking
リーダー 12 leader 头、负责人 líder
りえき(利益) 2 profit 利益 beneficio
りかい(する)(理解(する)) 11 understand 理解 comprender
リズム 4 rhythm 节奏 ritmo
りつ(率) 9 percentage 比率 porcentaje
りゅうがくする(留学する) 6 study abroad 留学 estudiar en el extranjero
りゅうがくせい(留学生) 6 overseas student 留学生 estudiante llegado de fuera
りゅうこうする(流行する) 10 spread 流行 propagarse
りょう(量) 4 amount 量、数量 cantidad
りょうきん(料金) 9 fare 费用 tarifa
りようする(利用する) 11 use 利用 usar
りょうて(両手) 11 both hands 两只手 las dos manos
りょうほう(両方) 5 both 两者 ambos
りょうほう(療法) 6 therapy 疗法 terapia
りょうりづくり(料理作り) 9 cooking 做饭、做菜 preparación de la comida
リラックスする 7 relax 放松 relajarse

る ルール 3 rule 规则 norma, regla
れい(礼) 13 bow 行礼、鞠躬 hacer una reverencia
(お)れいじょう((お)礼状) 15 letter of thanks 感谢信 carta de agradecimiento
れきしてき(な)(歴史的(な)) 7 historical 有历史 histórico
レシピ 13 recipe 菜谱 receta
レジャーシート 2 ground sheet 野餐垫 mantel de picnic
レポート 8 report 报告 informe, trabajo
れんそうする(連想する) 7 be reminded of 联想 recordar
れんらくをとる(連絡を取る) 16 have contact 取得联系 contactar
ローマじ(ローマ字) 16 Roman alphabet letter 罗马字 letra latina (romana)
ロボット 15 robot 机器人 robot
～わ(～羽) 16 (counter for birds) ～只（数鸟时用的量词） (contador de pájaros)
ワールドカップ 2 World Cup 世界杯锦标赛 Copa Mundial
わかもの(若者) 1 young people 年轻人 juventud, gente joven
わける(分ける) 12 separate 分类 separar
わずかに 9 a little 稍微 ligeramente
わだい(話題) 4 topic 话题 tema de conversación

ワハハ 6
(laughing  by opening one's
mouth widely)

哈哈(大笑) (a carcajadas)

わらい(笑い) 6 smile 笑 risa
わらいかた(笑い方) 6 how to smile or laugh 笑法 forma de reír
わりあい(割合) 9 percentage 比例 proporción
わる(割る) 5 break 打破、弄碎 romper
われる(割れる) 10 be broken 破碎 romperse
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