
はじめましょう

1.

おはよう ございます。 Buenos días.

こんにちは。 Buenas tardes./Hola.

こんばんは。 Buenas noches.

さようなら。 Adiós./Hasta luego.

ありがとう ございます。 (Muchas) Gracias.

すみません。 Perdón.

いただきます。 Muchas gracias. (se emplea antes

de comer o beber)

ごちそうさまでした。 Gracias por la comida. (se emplea

después de comer o beber)

しつれいします。 失礼します。 Disculpe./Con permiso.

2-1.

ゼロ／れい ゼロ／零 cero

いち 一 uno

に 二 dos

さん 三 tres

よん／し 四 cuatro

ご 五 cinco

ろく 六 seis

なな／しち 七 siete

はち 八 ocho

きゅう／く 九 nueve

じゅう 十 diez

2-2.

けいさつ 警察 policía
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しょうぼうしょ 消防署 parque de bomberos

がっこう 学校 colegio, escuela

しやくしょ 市役所 ayuntamiento

かいしゃ 会社 empresa, firma, compañia

2-3.

じゅういち 十一 once

じゅうに 十二 doce

じゅうさん 十三 trece

じゅうよん／
　じゅうし

十四 catorce

じゅうご 十五 quince

じゅうろく 十六 dieciséis

じゅうなな／
　じゅうしち

十七 diecisiete

じゅうはち 十八 dieciocho

じゅうきゅう／
　じゅうく

十九 diecinueve

にじゅう 二十 veinte

さんじゅう 三十 treinta

よんじゅう 四十 cuarenta

ごじゅう 五十 cincuenta

ろくじゅう 六十 sesenta

ななじゅう／
　しちじゅう

七十 setenta

はちじゅう 八十 ochenta

きゅうじゅう 九十 noventa

ひゃく 百 cien, ciento

3-1.

－じ －時 - hora(s)
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3-2.

－じはん －時半 - hora(s) y media

ごぜん 午前 (de la) mañana, a. m.

ごご 午後 (de la) tarde, p. m.

3-3.

いま なんじですか。 今 何時ですか。 ¿Qué hora es?

～です。 Es la ~./Son las ~.

4.

はじめましょう。 始めましょう。 ¡Empecemos!

おわりましょう。 終わりましょう。 ¡Terminemos!

やすみましょう。 休みましょう。 ¡Descansemos!

わかりますか。 分かりますか。 ¿Entiende?

はい、わかります。 はい、分かります。 Sí, entiendo.

いいえ、わかりません。 いいえ、分かりません。 No, no entiendo.

みて ください。 見て ください。 Mire, por favor.

きいて ください。 聞いて ください。 Escuche, por favor.

かいて ください。 書いて ください。 Escriba, por favor.

もう いちど  いって
　ください。

もう 一度 言って
　ください。

Dígalo otra vez, por favor.

なまえ 名前 nombre

しけん 試験 examen

しゅくだい 宿題 deberes, tarea

れい 例 ejemplo

しつもん 質問 pregunta

こたえ 答え respuesta

－ばん －番 número -

－ページ página -

5.

にほんごで なんで
　すか。

日本語で 何ですか。 ¿Cómo se dice en japonés?

けいたいでんわ 携帯電話 teléfono móvil, teléfono celular
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1課

わたし 　 yo

がくせい 学生 estudiante

～じん ～人 original de ~ (sufijo que se emplea

con el nombre de un país o región

para indicar el lugar de procedencia)

エンジニア ingeniero

～いん ～員 empleado de ~, miembro de ~

ぎんこういん 銀行員 empleado de banco, bancario

かいしゃいん 会社員 empleado de una empresa, oficinista

せんせい 先生 profesor, maestro

けんきゅういん 研究員 investigador

にほんごがっこう 日本語学校 escuela de japonés

だいがく 大学 universidad

りょう 寮 residencia, dormitorio

かんりにん 管理人 conserje, portero

(お)なまえ (お)名前 nombre (de otra persona), (su) nombre

(お)くに (お)国 país (de otra persona), (su) país

しゅみ 趣味 afición, hobby

すいえい 水泳 natación

がっこう 学校 escuela, colegio

ともだち 友達 amigo

はい sí

いいえ no

～さん Sr., Sra. (sufijo que se emplea junto

al nombre o apellido de una persona)

そうです。 Así es./Cierto.

はじめまして。 初めまして。 Mucho gusto./Encantado. (se emplea

cuando se acaba de conocer a alguien)

どうぞ よろしく お
　ねがいします。(ど
　うぞ よろしく。)

どうぞ よろしく
　お願いします。

Mucho gusto./Encantado. (se emplea

para agradecerle a la persona que uno

acaba de conocer las atenciones que

pueda tener en el futuro)
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こちらこそ どうぞ
　よろしく おねが
　いします。(こち
　らこそ どうぞ
　よろしく。)

こちらこそ どうぞ
　よろしく お願い
　します。

El gusto es mío./Igualmente.

すみません。 Perdón.

おなまえは？ お名前は？ ¿Cómo se llama?

おくには どちらで
　すか。

お国は どちらです
か。

¿De dónde es?

～から きました。 ～から 来ました。 Soy de ~.

～は？ ¿Y ~?

そうですか。 Ya veo./Entiendo.

れい 例 ejemplo

ちゅうごく 中国 China

ペルー Perú

オーストラリア Australia

フランス Francia

ベトナム Vietnam

タイ Tailandia

にほん 日本 Japón

アメリカ Estados Unidos

かんこく 韓国 Corea del Sur

リン・タイ Lin Tai

アラン・マレ Alain Malet

レ・ティ・アン Le Thi Anh

マリー・スミス Marie Smith

ポン・チャチャイ Pon Chatchai

エミ Emi

キム・ヘジョン Kim Hye-Jeong

イ・ミジャ Lee Mija

すずき きょうこ 鈴木 京子 Suzuki Kyoko

さとう さゆり 佐藤 さゆり Sato Sayuri
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のぐち おさむ 野口 修 Noguchi Osamu

ナルコ・ハルトノ Narko Hartono

いわさき いちろう 岩崎 一郎 Iwasaki Ichiro

きむら はるえ 木村 春江 Kimura Harue

きむら ひろし 木村 洋 Kimura Hiroshi

スバルにほんごがっ
　こう

スバル日本語学校 Escuela de japonés Subaru

みどりだいがく みどり大学 Universidad Midori

ＩＴ
アイティー

コンピューター Empresa IT Computer

スバルりょう スバル寮 Residencia Subaru

つかいましょう 使いましょう ¡Usémoslo!
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2課

これ esto, este, esta (objeto próximo al

hablante)

それ eso, ese, esa (objeto próximo al

oyente)

あれ aquello, aquel, aquella (objeto que

está lejos tanto del hablante como

del oyente)

この este ~, esta ~

その ese ~, esa ~

あの aquel ~, aquella ~

ノート cuaderno

ほん 本 libro

ざっし 雑誌 revista

パソコン ordenador personal, computadora

personal

かさ 傘 paraguas

かばん bolso

テレビ televisión, televisor

ボールペン bolígrafo

さいふ 財布 cartera, monedero

しんぶん 新聞 periódico

さとう 砂糖 azúcar

しお 塩 sal

しょうゆ salsa de soja

ソース salsa, salsa Worcestershire

うどん fideos gruesos hechos de harina

そば fideos de alforfón

みず 水 agua

ジュース zumo, jugo

こうちゃ 紅茶 té inglés, té negro

コーヒー café

カタログ catálogo

コンピューター ordenador, computadora

カメラ cámara

けいたいでんわ 携帯電話 teléfono móvil, teléfono celular
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くるま 車 coche, automóvil

～せい ～製 hecho en/de ~, fabricado en ~

ひと 人 persona

シャープペンシル portaminas

とりにく とり肉 carne de pollo

ぶたにく 豚肉 carne de cerdo

ぎゅうどん 牛どん bol de arroz cocido cubierto de carne

de vaca y cebolla condimentadas con

una salsa dulce de soja

ぎゅうにく 牛肉 carne de vaca

にく 肉 carne

おやこどん 親子どん bol de arroz cocido cubierto de carne

de pollo, huevo y cebolla

condimentados con una salsa dulce de

soja

すきやき すき焼き plato de carne vacuna y verduras

cocidas en una olla con salsa de soja

y azúcar

ラーメン fideos chinos

やきにくていしょく 焼肉定食 menú o plato combinado de carne asada

ＣＤ
シーディー

CD

～ご ～語 idioma ~

なん 何 qué

だれ  quién

ドイツ Alemania

イタリア Italia

イギリス Inglaterra, Reino Unido

わたなべ あき 渡辺 あき Watanabe Aki

トム・ジョーダン Tom Jordan
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3課

ここ aquí, acá

そこ ahí

あそこ allí, allá

しょくどう 食堂 comedor

うけつけ 受付 recepción

～しつ ～室 sala ~

じむしつ 事務室 despacho, oficina

かいぎしつ 会議室 sala de reuniones

コンピューターしつ コンピューター室 sala de ordenadores, sala de

computadoras

トイレ baño, servicio

としょしつ 図書室 biblioteca, sala de lectura

きょうしつ 教室 aula, clase

ロビー vestíbulo

コピーき コピー機 fotocopiadora

ゆうびんきょく 郵便局 (oficina de) Correos

びょういん 病院 hospital

たいしかん 大使館 embajada

ぎんこう 銀行 banco

コンビニ minisupermercado abierto 24 horas

デパート grandes almacenes

えき 駅 estación

じしょ 辞書 diccionario

ちず 地図 mapa

れいぞうこ 冷蔵庫 nevera, frigorífico

エアコン aire acondicionado

とけい 時計 reloj

でんしレンジ 電子レンジ microondas

せんたくき 洗濯機 lavadora

そうじき 掃除機 aspirador, aspiradora

ポット hervidor de agua eléctrico, botella

termo

おちゃ お茶 té

ワイン vino

ビール cerveza

チョコレート chocolate
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くつ 靴 zapatos, calzado

ゼロ／れい ゼロ／零 cero

いち 一 uno

に 二 dos

さん 三 tres

よん／し 四 cuatro

ご 五 cinco

ろく 六 seis

なな／しち 七 siete

はち 八 ocho

きゅう／く 九 nueve

じゅう 十 diez

ひゃく（びゃく／
　ぴゃく）

百 cien, ciento

せん（ぜん） 千 mil

まん 万 diez mil

－かい／がい －階 piso -, planta -

なん～ 何～ qué ~

なんがい 何階 qué piso, qué planta

－えん －円 - yen(es)

どこ dónde

いくら cuánto

じゃ bueno, pues

ちがいます。 違います。 No es cierto./No es así.

どうも。 Gracias. (expresión informal)

～を ください。 Deme ~, por favor.

おいしいですね。 ¡Qué rico!

サントリー Suntory

ロッテ Lotte

ナイキ Nike

アップル Apple

キヤノン Canon

ゆりだいがく ゆり大学 Universidad Yuri
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4課

パン pan

さかな 魚 pescado, pez

くだもの 果物 fruta

やさい 野菜 verdura, vegetal

カレー curry

ぎゅうにゅう 牛乳 leche

(お)さけ (お)酒 sake, alcohol

たまご 卵 huevo

えいが 映画 película, filme, cine

おんがく 音楽 música

クラシック música clásica

ジャズ＊ jazz

ロック＊ rock

Ｊ‐ポップ＊
ジェー

música pop japonesa, J-pop

テニス tenis

しゅくだい 宿題 deberes, tarea

ジョギング footing, jogging

サッカー fútbol

ゲーム juego, partido, partida

てがみ 手紙 carta

おかね お金 dinero

きって 切手 sello (postal)

としょかん 図書館 biblioteca

こうえん 公園 parque

うち casa

レストラン restaurante

スーパー supermercado

～や ～屋 tienda de ~, establecimiento de ~

パンや パン屋 panadería

ひるごはん 昼ご飯 almuerzo, comida
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あさごはん＊ 朝ご飯 desayuno

ばんごはん＊ 晩ご飯 cena

ごはん＊ ご飯 comida, arroz cocido

(お)べんとう (お)弁当 comida para llevar, bentō

りょうり 料理 comida, cocina

こんばん 今晩 esta noche

あした mañana

きょう＊ 今日 hoy

あさって＊ pasado mañana

まいあさ 毎朝 todas las mañanas, cada mañana

まいばん＊ 毎晩 todas las noches, cada noche

まいにち＊ 毎日 todos los días, cada día

たべます　Ⅱ 食べます comer

のみます　Ⅰ 飲みます beber

かいます　Ⅰ 買います comprar

かきます　Ⅰ 書きます escribir

ききます　Ⅰ 聞きます oír, escuchar

みます　Ⅱ 見ます ver, mirar

よみます　Ⅰ 読みます leer

します　Ⅲ hacer

おろします[おかね
　を～]　Ⅰ

下ろします[お金を
　～]

retirar, sacar [dinero]

なに 何 qué

いつも siempre

ときどき 時々 de vez en cuando

それから después, luego

しつもん 質問 pregunta
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5課

いま 今 ahora

ごぜん 午前 (de la) mañana, a. m.

ごご 午後 (de la) tarde, p. m.

－じ －時 - hora(s)

－ふん／ぷん －分 - minuto(s)

－じはん －時半 - hora(s) y media

なんじ 何時 qué hora

なんぷん＊ 何分 qué minuto(s)

インターネット internet

メール email, correo electrónico

コンサート concierto

せつめい 説明 explicación

～かい ～会 reunión (de) ~, fiesta (de) ~

せつめいかい 説明会 reunión informativa

パーティー fiesta

ぶんぽう 文法 gramática

かいわ 会話 conversación

かんじ 漢字 kanji, caracteres chinos

ていしょく 定食 menú (del día), plato combinado

アルバイト trabajo por horas

(お)ふろ (お)風呂 baño, bañera

おすもうさん お相撲さん luchador de sumo

みなさん 皆さん todos, todo el mundo

せんしゅう 先週 la semana pasada

こんしゅう＊ 今週 esta semana

らいしゅう＊ 来週 la próxima semana, la semana que

viene

まいしゅう＊ 毎週 todas las semanas, cada semana

げつようび 月曜日 lunes

かようび 火曜日 martes

すいようび 水曜日 miércoles
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もくようび 木曜日 jueves

きんようび 金曜日 viernes

どようび 土曜日 sábado

にちようび 日曜日 domingo

なんようび＊ 何曜日 qué día (de la semana)

きのう 昨日 ayer

おととい＊ antes de ayer, anteayer

あさ 朝 (por) la mañana

けさ＊ 今朝 esta mañana

ひる＊ 昼 (por) el mediodía

ばん＊ 晩 (por) la noche

よる＊ 夜 (por) la noche

おきます　Ⅱ 起きます levantarse

ねます　Ⅱ 寝ます acostarse, dormir

べんきょうします　Ⅲ 勉強します estudiar

けんきゅうします　Ⅲ 研究します investigar

はたらきます　Ⅰ 働きます trabajar

およぎます　Ⅰ 泳ぎます nadar

おわります　Ⅰ 終わります terminar

はじまります＊　Ⅰ 始まります empezar

れんしゅうします　Ⅲ 練習します practicar

はいります　Ⅰ 入ります entrar (lugar ＋に)

やすみます　Ⅰ 休みます descansar, estar de vacaciones

つくります　Ⅰ 作ります hacer, fabricar

－さい －歳 - año(s)

なんさい 何歳 cuántos años

～から desde ~

～まで hasta ~

～ごろ aproximadamente ~

もしもし Dígame./Aló.

Buenos días.おはよう　ございます。
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ロンドン Londres

ペキン Pekín

とうきょう 東京 Tokio

シカゴ Chicago

ニューヨーク Nueva York

カイロ El Cairo

バンコク Bangkok

シドニー Sídney

サンパウロ São Paulo

モンゴル Mongolia

すばるやま すばる山 Subaruyama

ぶんかセンター 文化センター centro cultural

えいがかい 映画会 cineclub, sesión de película
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6課 　

たんじょうび 誕生日 cumpleaños

バス autobús, colectivo

ひこうき 飛行機 avión

でんしゃ 電車 tren

じてんしゃ 自転車 bicicleta

ちかてつ 地下鉄 metro, subterráneo

どうぶつえん 動物園 (parque) zoológico

パンダ oso panda

サラダ ensalada

ケーキ tarta, pastel

プール piscina

ドライブ paseo en coche, viaje en coche

(お)まつり (お)祭り festival

バイク moto(cicleta)

はなび 花火 fuegos artificiales

(お)てら (お)寺 templo budista

しんかんせん 新幹線 Shinkansen (tren bala)

おんせん 温泉 aguas termales

ふね 船 barco

こうこうせい 高校生 estudiante de secundaria superior,

estudiante de bachillerato

しゅうまつ 週末 fin de semana

なつやすみ 夏休み vacaciones de verano

ふゆやすみ＊ 冬休み vacaciones de invierno

らいげつ 来月 el próximo mes, el mes que viene

こんげつ＊ 今月 este mes

せんげつ＊ 先月 el mes pasado

きょねん 去年 el año pasado

ことし＊ 今年 este año

らいねん＊ 来年 el próximo año, el año que viene

いきます　Ⅰ 行きます ir

かえります　Ⅰ 帰ります volver, regresar
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きます　Ⅲ 来ます venir

しょくじします　Ⅲ 食事します comer

あいます　Ⅰ 会います ver, encontrarse (alguien ＋に)

－がつ －月 mes -

なんがつ＊ 何月 qué mes

－にち －日 día -

なんにち＊ 何日 qué día (del mes)

ついたち １日 día uno, primero

ふつか ２日 día dos, 2 días

みっか ３日 día tres, 3 días

よっか ４日 día cuatro, 4 días

いつか ５日 día cinco, 5 días

むいか ６日 día seis, 6 días

なのか ７日 día siete, 7 días

ようか ８日 día ocho, 8 días

ここのか ９日 día nueve, 9 días

とおか 10日 día diez, 10 días

じゅうよっか 14日 día catorce, 14 días

はつか 20日 día veinte, 20 días

にじゅうよっか 24日 día veinticuatro, 24 días

いつ cuándo

あるいて 歩いて a pie, caminando

いっしょに 一緒に juntos

ひとりで 一人で solo

こんど 今度 la próxima vez

ええ sí (expresión informal)

～とき、～ cuando ~, ~

いいですね。 ¡Qué bien!/Me parece bien./Me suena

bien.

すみません。 Perdón.
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ちょっと……。 Bueno.../Esto... (se utiliza para

rechazar una invitación sin decir

abiertamente que no)

ほっかいどう 北海道 Hokkaido

さっぽろ 札幌 Sapporo

せんだい 仙台 Sendai

よこはま 横浜 Yokohama

なごや 名古屋 Nagoya

きょうと 京都 Kioto

おおさか 大阪 Osaka

ひろしま 広島 Hiroshima

べっぷ 別府 Beppu

おおさかじょう 大阪城 Castillo de Osaka

げんばくドーム 原爆ドーム Cúpula de Genbaku (Memorial de la Paz

de Hiroshima)

たなか まさお 田中 正男 Tanaka Masao
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まとめ1  

りんご manzana

まとめ resumen, sumario

おやすみなさい。 ¡Buenas noches!/¡Que descanse!
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7課 　

はな 花 flor

へや 部屋 habitación, cuarto

アパート edificio de apartamentos/pisos de

madera de una o dos plantas,

departamento

アニメ dibujos animados

たべもの 食べ物 comida, alimento

せいかつ 生活 vida

やま 山 montaña, monte

うみ＊ 海 mar

バドミントン bádminton

スポーツ deporte

さくら 桜 cerezo, flor de cerezo

バナナ plátano, banana

まち 町 ciudad, pueblo, barrio

ゲームソフト videojuego

コート abrigo

ところ 　 lugar

もの cosa

しゃしん 写真 foto(grafía)

たてもの 建物 edificio

おおきい 大きい grande

ちいさい 小さい pequeño

あたらしい 新しい nuevo

ふるい 古い viejo

おもしろい 面白い divertido, interesante

たかい 高い alto, caro

ひくい＊ 低い bajo

やすい 安い barato

たのしい 楽しい divertido, entretenido

いい bueno

おいしい rico, delicioso

むずかしい 難しい difícil

あおい 青い azul

20



ひろい 広い ancho, amplio

せまい＊ 狭い estrecho, angosto

くろい 黒い negro

しろい 白い blanco

あかい＊ 赤い rojo

げんき[な] 元気[な] animado, sano, alegre

しんせつ[な] 親切[な] amable

かんたん[な] 簡単[な] fácil

きれい[な] bonito, hermoso, limpio

にぎやか[な] animado, concurrido, alegre

しずか[な] 静か[な] tranquilo, silencioso

べんり[な] 便利[な] útil, práctico

ゆうめい[な] 有名[な] famoso

たいへん[な] 大変[な] grave, difícil, duro

どう cómo

どんな qué (clase/tipo de)

どれ cuál (entre tres o más alternativas)

あまり poco, no muy

とても muy, mucho

いちばん el/la más, el/la menos, el primero/la

primera

そして Y

～ が、～。 ~, pero ~.

オーストリア Austria

ふじさん 富士山 monte Fuji

ウィーン Viena

オペラハウス Ópera de Sydney

テレサ Teresa

いけいようし い形容詞 adjetivo-い

なけいようし な形容詞 adjetivo-な

けいようし＊ 形容詞 adjetivo

めいし＊ 名詞 nombre, sustantivo

どうし＊ 動詞 verbo
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8課

おとこの こ 男の 子 niño, chico, muchacho

おとこの ひと 男の 人 hombre

おとこ＊ 男 hombre, varón

おんなの こ 女の 子 niña, chica, muchacha

おんなの ひと 女の 人 mujer

おんな＊ 女 mujer

こども 子供 niño, hijo/a

いぬ 犬 perro

き 木 árbol

じどうはんばいき 自動販売機 máquina expendedora

ねこ 猫 gato

はこ 箱 caja

つくえ 机 escritorio

パジャマ pijama

ピアノ piano

ベッド cama

テスト examen, test, prueba

テーブル mesa

こうばん 交番 puesto de policía

バスてい バス停 parada de autobús

ポスト buzón (de Correos)

でんわ 電話 teléfono

ロッカー taquilla

エレベーター ascensor, elevador

いす silla

にしぐち 西口 salida oeste

ひがしぐち＊ 東口 salida este

みなみぐち＊ 南口 salida sur

きたぐち＊ 北口 salida norte

きょうかい 教会 iglesia

みずうみ 湖 lago

つり 釣り pesca

どうぶつ 動物 animal

(お)みやげ (お)土産 regalo, recuerdo, souvenir

みせ 店 tienda, establecimiento

うえ 上 parte superior, parte de arriba
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した 下 parte inferior, parte de abajo

まえ 前 delante, enfrente

うしろ 後ろ detrás

なか 中 dentro

そと＊ 外 fuera

よこ 横 lado, costado

となり 隣 al lado

あいだ 間 entre

ちかく 近く cerca

あります　Ⅰ estar, haber, existir (se emplea con

cosas inanimadas)

います　Ⅱ estar, haber, existir (se emplea con

seres animados)

うたいます　Ⅰ 歌います cantar

おどります　Ⅰ 踊ります bailar

とおい 遠い lejos

ちかい＊ 近い cerca

いそがしい＊ 忙しい ocupado, atareado

ひま[な] 暇[な] libre, desocupado

ひとり １人 una persona

ふたり ２人 dos personas

－にん －人 - persona(s)

なんにん 何人 cuántas personas

たくさん mucho(s)

ええと bueno..., pues...

へえ ¡Ay!/¡Anda!

～や ～ ~ y ~

～ですか。 (se emplea para confirmar la

declaración antecedente)

どうも ありがとう ございました。 Muchas gracias.

わかりました。 分かりました。 Entendido.

また あした。 ¡Hasta mañana!

カナダ Canadá

みどりえき みどり駅 Estación Midori
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9課  

すし sushi

やきゅう 野球 béisbol

まんが 漫画 manga, cómic japonés

そうじ 掃除 limpieza

せんたく＊ 洗濯 colada, lavado de ropa

え 絵 dibujo, pintura, ilustración, cuadro

うた 歌 canción

えいご 英語 (idioma) inglés

かたかな 片仮名 caracteres del silabario katakana

ひらがな＊ 平仮名 caracteres del silabario hiragana

アナウンス aviso, anuncio

ルール regla, norma

まど 窓 ventana

かいもの 買い物 compra(s)

てんき 天気 tiempo (meteorológico)

あめ 雨 lluvia

ちゅうしゃ 注射 inyección

じかん 時間 tiempo

つうやく 通訳 interpretación, intérprete

デート cita

やくそく 約束 cita, compromiso, promesa

やまのぼり 山登り montañismo, alpinismo

ドラマ drama, serie de televisión

りょこう 旅行 viaje

ゴルフ golf

きょうし 教師 profesor, maestro, instructor

モデル modelo

べんごし 弁護士 abogado

せんしゅ 選手 jugador, deportista

サッカーせんしゅ サッカー選手 jugador de fútbol, futbolista

ミュージシャン músico
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ばんぐみ 番組 programa

テレビばんぐみ テレビ番組 programa de televisión

おとうさん お父さん (su/tu) padre

おかあさん お母さん (su/tu) madre

おにいさん お兄さん (su/tu) hermano mayor

おねえさん お姉さん (su/tu) hermana mayor

おとうとさん 弟さん (su/tu) hermano menor

いもうとさん 妹さん (su/tu) hermana menor

ちち 父 (mi) padre

はは 母 (mi) madre

あに 兄 (mi) hermano mayor

あね 姉 (mi) hermana mayor

おとうと 弟 (mi) hermano menor

いもうと 妹 (mi) hermana menor

(ご)かぞく (ご)家族 (su/tu) familia

(ご)りょうしん (ご)両親 (sus/tus) padres

かきます[えを～]　Ⅰ かきます[絵を～] hacer [un dibujo], dibujar, pintar

わかります　Ⅰ 分かります entender, comprender

あけます　Ⅱ 開けます abrir

さんぽします　Ⅲ 散歩します pasear, dar un paseo

あります　Ⅰ estar, haber, existir (se emplea con

cosas inanimadas)

おみあいします　Ⅲ お見合いします asistir a una cita concertada con

vistas a un posible matrimonio

あまい 甘い dulce

からい＊ 辛い picante

あつい 暑い caluroso

さむい＊ 寒い frío

ねむい 眠い tener sueño

すき[な] 好き[な] gustar, favorito, preferido

きらい[な] 嫌い[な] no gustar, odioso, detestable

じょうず[な] 上手[な] dársele bien, ser bueno en
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へた[な]＊ 下手[な] dársele mal, ser malo en

ざんねん［な］ 残念[な] lamentable

どうして por qué

すこし 少し un poco

だいたい más o menos, aproximadamente

よく bien, mucho

ぜんぜん 全然 no ~ nada, en absoluto

はやく 早く pronto, deprisa

うーん ¡um!, bueno...

～から、～ como ~, ~

どうしてですか。 ¿Por qué?

そうですね。 Bueno.../Así es./Exacto./Cierto.

よろしく おねがい
　します。

よろしく お願いし
　ます。

Gracias de antemano por su amable

cooperación./Se lo ruego./Le ruego

que...

スペイン España

さゆり Sayuri

えり Eri

ともみ Tomomi

あきら Akira

ひろし Hiroshi
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10課  

プレゼント regalo

カード tarjeta

えはがき 絵はがき (tarjeta) postal

せんぱい 先輩 persona de mayor edad o con mayor

antigüedad en la empresa, persona que

estudia en un curso superior

こうはい＊ 後輩 persona de menor edad o con menos

antigüedad en la empresa, persona que

estudia en un curso inferior

おちゃ お茶 té

ネックレス collar, cadena, gargantilla

ネクタイ corbata

シャツ camisa

おっと 夫 (mi) marido, (mi) esposo

(ご)しゅじん (ご)主人 (su/tu) esposo, (su/tu) marido

つま 妻 (mi) mujer, (mi) esposa

おくさん 奥さん (su/tu) esposa, (su/tu) mujer

こどもさん＊ 子供さん (su/tu) hijo/a

せっけん 石けん jabón

みかん mandarina, clementina

(ご)ちゅうもん (ご)注文 pedido, encargo, comanda

サンドイッチ sándwich, bocadillo

スパゲティ espaguetis

ステーキ bistec

はし palillos

スプーン cuchara

ナイフ cuchillo

フォーク tenedor

て 手 mano

レポート informe, reporte

こうくうびん 航空便 correo aéreo, correo por avión

にもつ 荷物 equipaje, bulto

かきとめ 書留 correo certificado

いろ 色 color

セーター jersey, suéter

クラス clase, curso

かします　Ⅰ 貸します prestar

あげます　Ⅱ 　 dar
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おしえます　Ⅱ 教えます enseñar

おくります　Ⅰ 送ります enviar, mandar

かけます[でんわを
　～]　Ⅱ

かけます[電話を～] llamar [por teléfono], telefonear

かります　Ⅱ 借ります pedir prestado, tomar prestado

ならいます　Ⅰ 習います aprender

もらいます　Ⅰ recibir

します　Ⅲ decidir, escoger (algo ＋に)

はなします　Ⅰ 話します hablar

すてき[な]  bonito, lindo

ひとつ １つ uno (se emplea para contar objetos)

ふたつ ２つ dos

みっつ ３つ tres

よっつ ４つ cuatro

いつつ ５つ cinco

むっつ ６つ seis

ななつ ７つ siete

やっつ ８つ ocho

ここのつ ９つ nueve

とお 10 diez

いくつ cuántos

－だい －台 (sufijo de conteo para maquinaria,

vehículos, etc.)

なんだい＊ 何台 cuántas unidades

－まい －枚 (sufijo de conteo para objetos

delgados y planos, como hojas,

sellos, etc.)

なんまい＊ 何枚 cuántas hojas/páginas, cuántos

platos/sellos

また otra vez, de nuevo

はじめて 初めて por primera vez

～を おねがいします。 ～を お願いします。 ~, por favor.

いらっしゃいませ。 ¡Bienvenido!/¡Adelante!/¡Pase!/

¡Entre!

～に よろしく。 Dele recuerdos a ~ de mi parte.
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11課  

はな 鼻 nariz

め 目 ojo

くび 首 cuello

あし 足 pie, pierna

みみ 耳 oreja

せ 背 espalda

あたま 頭 cabeza

かお＊ 顔 cara, rostro

くち＊ 口 boca

からだ＊ 体 cuerpo

りゅうがくせい 留学生 estudiante extranjero

けいざい 経済 economía

～がくぶ ～学部 Facultad de ~

けいざいがくぶ 経済学部 Facultad de Economía

かんきょう 環境 medio ambiente

がくひ 学費 gastos escolares

キャンパス campus

れきし 歴史 historia

しごと 仕事 trabajo

てんぷら 天ぷら plato de pescados, mariscos y

verduras rebozados y fritos

とんカツ 豚カツ carne de cerdo empanada y frita

のみもの 飲み物 bebida

いちご fresa

すいか sandía

メロン melón

じゅうどう 柔道 judo

スケート patinaje

いちねん 1年 un año

はる 春 primavera

なつ 夏 verano

あき 秋 otoño

ふゆ 冬 invierno

どくしん 独身 soltero
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マンション edificio de pisos de concreto

ちゅうしゃじょう 駐車場 aparcamiento, estacionamiento

おおい 多い mucho(s), gran cantidad de

すくない＊ 少ない poco(s), poca cantidad de

ながい 長い largo

みじかい 短い corto

あたたかい 暖かい templado (se refiere a la temperatura

atmosférica)

すずしい＊ 涼しい fresco

あかるい 明るい claro, luminoso, alegre

くらい＊ 暗い oscuro

やさしい 優しい amable

はやい 速い rápido

おそい＊ 遅い lento

うるさい ruidoso, molesto

たいせつ[な] 大切[な] importante

まじめ[な] serio, cumplidor

－ねん －年 año -

なんねん＊ 何年 qué año

－へいほうメートル
  （㎡）

－平方メートル - metro(s) cuadrado(s)

どちら cuál, qué (entre dos alternativas)

どちらも ambos, ninguno (de los dos), ni lo

uno ni lo otro

ずっと mucho más

でも pero

きゅうしゅう 九州 Kyushu

マニラ Manila

パリ París

なら 奈良 Nara

ソウル Seúl

さくらマンション Edificio de pisos Sakura

みどりアパート Edificio dormitorio Midori
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12課

やすみ 休み descanso, vacaciones

ひるやすみ 昼休み descanso para almorzar

はなみ 花見 apreciar árboles en flor,

generalmente cerezos

おにぎり bola de arroz cocido

じゅんび 準備 preparación, preparativos

ホテル hotel

じゅぎょう 授業 clase

きもの 着物 kimono

フェリー ferry

くうこう 空港 aeropuerto

～たち (sufijo que se emplea para formar el

plural de las personas)

わたしたち nosotros

はし 橋 puente

あか 赤 (color) rojo

きいろ 黄色 (color) amarillo

けしき 景色 paisaje

しま 島 isla

はっぴょうします　Ⅲ 発表します anunciar, dar a conocer

のぼります　Ⅰ 登ります subir (montaña ＋に)

とまります　Ⅰ 泊まります quedarse, alojarse (hotel ＋に)

きます　Ⅱ 着ます ponerse, vestir, llevar

ぬぎます＊　Ⅰ 脱ぎます quitarse (la ropa), desnudarse

かかります　Ⅰ tardar, costar, necesitar

とります　Ⅰ 撮ります sacar una foto, tomar una foto,

filmar

きびしい 厳しい estricto, severo

こわい 怖い terrible, aterrador

おもい 重い pesado

かるい＊ 軽い ligero, liviano, leve

つめたい 冷たい frío (se refiere al sentido del

tacto)
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－ふん／ぷん －分 - minuto(s)

なんぷん 何分 cuántos minutos

－じかん －時間 - hora(s)

なんじかん 何時間 cuántas horas

－にち －日 - día(s)

なんにち＊ 何日 cuántos días

－しゅうかん －週間 - semana(s)

なんしゅうかん＊ 何週間 cuántas semanas

－かげつ －か月 - mes(es)

なんかげつ 何か月 cuántos meses

－ねん＊ －年 - año(s)

なんねん＊ 何年 cuántos años

はんとし＊ 半年 medio año

どのぐらい cuánto tiempo

あ ¡Ah!

ちょっと un momento, un rato, un poco

～ぐらい ~ aproximadamente, ~ más o menos

どうぞ。 Tome./Aquí tiene.

ありがとう。 Gracias.

シアトル Seattle

ローマ Roma

プサン Busan

ふくおか 福岡 Fukuoka

かごしま 鹿児島 Kagoshima

なりた 成田 Narita

みやじま 宮島 Miyajima
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まとめ2

とり 鳥 pájaro, ave

かみ 髪 pelo, cabello

ことば 言葉 palabra, vocablo

ライオン león

くじゃく pavo real

ペンギン pingüino

にんげん 人間 ser humano, persona

とります　Ⅰ 捕ります coger (insectos, peces, etc.)

めずらしい 珍しい raro, poco común

いろいろ[な] diversos, varios

～の なかで ～の 中で de ~, entre ~

こたえ 答え respuesta

もんだい＊ 問題 problema, cuestión, pregunta
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13課  

ふとん 布団 futón, edredón

(お)さら (お)皿 plato

コップ 　 vaso

ハイキング senderismo, excursión

しやくしょ 市役所 ayuntamiento

しちょう 市長 alcalde

こうじょう 工場 fábrica

けんがく 見学 visita educativa

がいこくじんとうろく 外国人登録 Registro de Extranjero

スキー esquí

～かた ～方 manera de ~

つくりかた 作り方 manera de hacer, manera de preparar

すもう 相撲 sumo

チケット billete, tíquet

だいがくいん 大学院 escuela de posgrado

ロボット robot

こうがく 工学 ingeniería

ロボットこうがく ロボット工学 ingeniería robótica

しょうらい 将来 futuro

あそびます　Ⅰ 遊びます divertirse, pasarlo bien, jugar

かえします　Ⅰ 返します devolver

むかえます　Ⅱ 迎えます acoger, recibir

もちます　Ⅰ 持ちます llevar, tener (algo en la mano)

てつだいます　Ⅰ 手伝います ayudar

あらいます　Ⅰ 洗います lavar, fregar

つかいます　Ⅰ 使います usar

ほしい 欲しい querer, desear

いたい 痛い doler

だいじょうぶ[な] 大丈夫[な] bien, seguro
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－ねんせい －年生 estudiante de - curso

－(ねん)まえに －(年)前に hace - (años)

ありがとう ございます。 Muchas gracias.

がんばって ください。 頑張って ください。 ¡Ánimo!/¡Buena suerte!

どう しますか。 ¿Qué hará (al respecto)?

つかれました。 疲れました。 Estoy cansado.

のどが かわきました。 のどが 渇きました。 Tengo sed.

おなかが すきました。 　 Tengo hambre.

かぶきざ 歌舞伎座 Teatro Kabuki-za

ただいま。 Ya estoy de vuelta./He vuelto. (se

emplea cuando uno regresa a un lugar,

especialmente a su casa)

ホール hall, sala, auditorio
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14課  

ギター guitarra

たたみ 畳 tatami

かれ 彼 él, novio

かのじょ 彼女 ella, novia

りょうきん 料金 precio, tarifa

でんわりょうきん 電話料金 tarifa telefónica

いけばな 生け花 ikebana, arreglo floral

にんじゃ 忍者 ninja

カラオケ karaoke

ゆかた 浴衣 yukata (kimono ligero de algodón)

ペット mascota

バーベキュー barbacoa

テント tienda de campaña

めざましどけい 目覚まし時計 (reloj) despertador

シャワー ducha

は 歯 diente

スピーチ discurso

ブログ blog

バスケットボール baloncesto

ボウリング bolos

スノーボード snowboard

ダンス baile

からて 空手 kárate

きょく 曲 melodía, música, composición musical

まちます Ⅰ 待ちます esperar

しにます　Ⅰ 死にます morir

ひきます　Ⅰ 弾きます tocar (instrumentos musicales de

cuerda, piano, etc.)

できます　Ⅱ poder, ser capaz de

すわります　Ⅰ 座ります sentarse (lugar ＋に)

たちます＊　Ⅰ 立ちます levantarse, ponerse de pie
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はらいます　Ⅰ 払います pagar

セットします　Ⅲ programar

あびます[シャワー
　を～]　Ⅱ

浴びます[シャワー
　を～]

tomar [una ducha], ducharse

みがきます　Ⅰ 磨きます pulir, limar, lavarse los dientes

でかけます　Ⅱ 出かけます salir

けします　Ⅰ 消します apagar, borrar

のります　Ⅰ 乗ります subir(se) (medios de transporte ＋に)

おります＊　Ⅱ 降ります bajar(se) (medios de transporte ＋を)

はじめます　Ⅱ 始めます empezar

みせます　Ⅱ 見せます enseñar, mostrar

のせます　Ⅱ 載せます publicar, colocar (un artículo/una

foto ＋を) en (blog/medios de

comunicación)

－メートル(ｍ) - metro(s)

なんメートル(ｍ) 何メートル cuántos metros

この まえ この 前 la vez anterior, el otro día

じぶんで 自分で por sí mismo

うん sí (se emplea en la conversación

informal)

～とか ~, etc.

～ まえに antes de ~, con anterioridad a ~

はこね 箱根 Hakone

ながの 長野 Nagano

みえ 三重 Mie

にんじゃむら 忍者村 Parque de Atracciones Ninja Mura

ぶんかセンター 文化センター centro cultural

ますけい ます形 forma-ます

じしょけい 辞書形 forma de diccionario
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15課  

プリント impresión, copia

なべ olla, cazuela

ボール bola, pelota

スリッパ zapatillas

さんこうしょ 参考書 libro de consulta

しりょう 資料 documento, material

すいせんじょう 推薦状 carta de recomendación

ごみ basura

だいどころ 台所 cocina

コート cancha, pista, patio

じゅうしょ 住所 dirección

いそぐ　Ⅰ 急ぐ darse prisa, apresurarse

あつめる　Ⅱ 集める reunir, agrupar, coleccionar

コピーする　Ⅲ fotocopiar

きる　Ⅰ 切る cortar

いれる　Ⅱ 入れる meter, introducir, echar (algo ＋を)

en (algo ＋に)

にる　Ⅱ 煮る cocer, hervir

ならべる　Ⅱ 並べる alinear, poner en fila, colocar

とる　Ⅰ 取る pasar (la sal), tomar, coger

いう　Ⅰ 言う decir

しゅうりする　Ⅲ 修理する arreglar, reparar

あがる　Ⅰ 上がる entrar (en casa), subir, ascender

はく　Ⅰ 履く calzarse, ponerse (unas zapatillas,

unos zapatos, unos pantalones, etc.)

すてる　Ⅱ 捨てる tirar

はこぶ　Ⅰ 運ぶ llevar, transportar (algo ＋を) a

(lugar ＋へ)

ふく　Ⅰ secar, limpiar

あぶない 危ない peligroso

ほかの otro
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もう いちど もう 一度 otra vez

すぐ pronto

どうぞ adelante, por favor

どうも mucho (se emplea para dar énfasis al

sentimiento de gratitud o disculpa)

しつれいします。 失礼します。 Disculpe./Con su permiso. (se emplea

al entrar o salir de la casa o el

cuarto de alguien)

いただきます。 Muchas gracias. (se emplea antes de

comer o beber)

すみませんが、～ Disculpe, ~.

いいですよ。 Está bien./Sí, claro.

てけい て形 forma-て
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16課  

(お)かし (お)菓子 dulces, golosinas

たばこ tabaco, cigarrillos

ちゅうがくせい 中学生 estudiante de secundaria básica

びじゅつかん 美術館 museo de arte

ふく 服 ropa

デザイン diseño

かいしゃ 会社 empresa, firma, compañía

ばしょ 場所 lugar

ばんごう 番号 número

でんわばんごう 電話番号 número de teléfono

メールアドレス dirección de email

かめ tortuga

(お)しろ (お)城 castillo

おひめさま お姫様 princesa

おどり 踊り baile, danza

そぼ 祖母 (mi) abuela

そふ＊ 祖父 (mi) abuelo

おばあさん＊ (su/tu) abuela

おじいさん＊ (su/tu) abuelo

ほんやく 翻訳 traducción

きかい 機械 máquina, maquinaria

きかいこうがく 機械工学 ingeniería mecánica

なか 仲 relación

(お)てつだい (お)手伝い ayuda

ほんとう 本当 verdad

まいとし 毎年 todos los años, cada año

まいつき＊ 毎月 todos los meses, cada mes

チェックする　Ⅲ comprobar, chequear

おく　Ⅰ 置く poner, colocar (algo ＋を) en (lugar

＋に)

とめる　Ⅱ 止める parar, aparcar (coche ＋を) en (lugar

＋に)

すう[たばこを～]　Ⅰ 吸う[たばこを～] inhalar [tabaco], fumar

けっこんする　Ⅲ 結婚する casarse, contraer matrimonio
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すむ　Ⅰ 住む vivir/residir (lugar ＋に)

けいえいする　Ⅲ 経営する administrar, dirigir

しる　Ⅰ 知る saber, conocer

きく　Ⅰ 聞く preguntar

たすける　Ⅱ 助ける salvar, ayudar

のりかえる　Ⅱ 乗り換える hacer trasbordo (medios de transporte

＋に)

たいしょくする　Ⅲ 退職する retirarse, jubilarse

さわる　Ⅰ 触る tocar

いれる　Ⅱ 入れる preparar (café)

やく　Ⅰ 焼く quemar, asar

もって くる　Ⅲ 持って 来る traer

もって いく＊　Ⅰ 持って 行く llevar

やくに たつ　Ⅰ 役に 立つ ser útil

すごい extraordinario, sensacional

どうやって cómo

すぐ pronto, inmediato

もう ya

あのう pues..., bueno...

わあ ¡Ah!/¡Oh!

しんじゅく 新宿 Shinjuku

うえの 上野 Ueno

ひがしぎんざ 東銀座 Higashi-Ginza

うえのどうぶつえん 上野動物園 Zoológico de Ueno

こうきょ 皇居 Palacio Imperial

ローラ Laura

モハメド Mohamed

たろう 太郎 Taro

ＪＲ
ジェイアール

JR (Japan Railways)

さくらだいがく さくら大学 Universidad Sakura

ユースホステルへ ようこそ ¡Bienvenido al albergue juvenil!

ゆ 湯 baño
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17課  

はと paloma

えさ comida para animales, pienso

いけ 池 estanque

えだ 枝 rama

せんせい 先生 doctor, profesor, maestro

ぜいきん 税金 impuesto

しけん 試験 examen

さくぶん 作文 redacción, composición

おうさま 王様 rey

ちゅうがく 中学 educación secundaria básica

こうこう 高校 educación secundaria superior,

bachillerato

でんげん 電源 fuente de alimentación, toma de

corriente

ファイル archivo, archivador, clasificador,

carpeta

アドレス dirección de correo electrónico

しあい 試合 partido, partida

せん 栓 tapón, corcho, llave de paso

(お)ゆ (お)湯 agua de la bañera, agua caliente

タオル toalla

にさんにち ２、３日 dos o tres días

なく　Ⅰ 泣く llorar

わらう　Ⅰ 笑う reír(se), sonreír

おす　Ⅰ 押す empujar, apretar

おこる　Ⅰ 怒る enfadarse, enojarse

やる　Ⅰ dar (a animales, plantas y personas

de menor rango o que uno tenga a su

cargo, por ejemplo, hijos)

おる　Ⅰ 折る romper, doblar

うんてんする　Ⅲ 運転する conducir, manejar
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うける[しけんを～]　Ⅱ 受ける[試験を～] tomar/hacer [un examen], examinarse

ならぶ　Ⅰ 並ぶ ponerse en fila, hacer cola

あやまる　Ⅰ 謝る disculparse

やる　Ⅰ hacer (expresión informal equivalente

a する)

そつぎょうする　Ⅲ 卒業する graduarse

きる　Ⅰ 切る apagar

ほぞんする　Ⅲ 保存する guardar, conservar

そうしんする　Ⅲ 送信する enviar, mandar (un email)

さくじょする　Ⅲ 削除する eliminar

とうろくする　Ⅲ 登録する registrar, matricular

かける　Ⅱ echar, verter (algo ＋を) en (algo ＋

に)

ぬく　Ⅰ 抜く　 arrancar, sacar, extraer

でる　Ⅱ 出る salir, partir

ある　Ⅰ haber, tener lugar

がんばる　Ⅰ 頑張る esforzarse

むりを する　Ⅲ 無理を する trabajar demasiado, intentar lo

imposible

ない (forma negativa de ある)

まだ　 todavía, aún

ぜんぶ 全部 todo, total

さきに 先に antes

もう すこし もう 少し un poco más

ううん no (expresión informal)

しみんグラウンド 市民グラウンド Campo de juego civil

おめでとう ございます。 ¡Felicidades!, ¡Enhorabuena!

ないけい ない形 forma-ない
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18課  

かぶき 歌舞伎 kabuki (teatro tradicional de Japón)

ぼんおどり 盆踊り baile de la fiesta Bon

パンフレット panfleto, folleto

ひっこし 引っ越し mudanza

ガス gas

ガスがいしゃ ガス会社 compañía de gas

すいどう＊ 水道 agua corriente, suministro de agua

corriente

ろんぶん 論文 tesis, tesina

わすれもの 忘れ物 objeto olvidado

こいびと 恋人 novio/a, pareja

なっとう 納豆 natto (sojas fermentadas)

ぞう 象 elefante

あくしゅ 握手 apretón de manos

ホームステイする　Ⅲ alojarse con una familia (para

aprender un idioma, por ejemplo)

さがす　Ⅰ 探す buscar

にづくりする　Ⅲ 荷造りする hacer las maletas, empaquetar,

empacar

れんらくする　Ⅲ 連絡する comunicar, ponerse en contacto

きが つく　Ⅰ 気が つく recobrar el conocimiento, darse

cuenta (algo ＋に)

だす　Ⅰ 出す sacar, entregar, presentar

しっぱいする　Ⅲ 失敗する fracasar

わかれる　Ⅱ 別れる despedirse, separarse, romper con

(alguien ＋と)

かんせいする　Ⅲ 完成する completar

おもいだす　Ⅰ 思い出す recordar, acordarse

たのしみに する　Ⅲ 楽しみに する esperar con ansias

だいすき[な] 大好き[な] favorito, preferido

－かい －回 - vez/veces

なんかい　 何回 cuántas veces
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どの qué ~, cuál (entre tres o más

alternativas)

ぜひ sin falta, a toda costa

やっと por fin

えっ ¡Ah!, ¡Oh!

～ あとで después de ~

いつが いいですか。 ¿Cuándo le viene bien?

いつでも いいです。 En cualquier momento (me viene bien).

たけい た形 forma-た
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まとめ3

ピザ pizza

せんもんがっこう 専門学校 escuela técnica, escuela

especializada, instituto de formación

profesional

カップ copa, vaso, taza

コーヒーカップ taza de/para café

フリーマーケット mercadillo

あなた usted

みつける　Ⅱ 見つける encontrar, descubrir

ほんとうに 本当に en serio, verdaderamente
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19課 　

ちきゅう 地球 la Tierra

じんこう 人口 población

つき 月 luna

しゅるい 種類 tipo, clase

(お)いしゃ(さん) (お)医者(さん) médico, doctor

かぜ 風邪 resfriado

インフルエンザ gripe, gripa

くすり 薬 medicamento, medicina

ようじ 用事 quehacer, compromiso, recado

ぼうねんかい 忘年会 fiesta de Fin de Año

ミーティング reunión

そうべつかい 送別会 fiesta de despedida

こくさいけっこん 国際結婚 matrimonio internacional, matrimonio

entre personas de diferentes países

しゅうかん 習慣 costumbre, hábito

りゅうがく 留学 estudios en el extranjero

はれ 晴れ buen tiempo, despejado

くもり＊ 曇り nublado

もり 森 bosque

かわ 川 río

みなと 港 puerto

きもち 気持ち sentimiento, sensación

ラッシュアワー hora punta

ベル timbre, campana

むかし 昔 antiguamente

そう sí, así, de esa manera

おもう　Ⅰ 思う pensar, creer

ふえる　Ⅱ 増える aumentar

へる＊　Ⅱ 減る disminuir

なくなる　Ⅰ perderse, desaparecer

なおる　Ⅰ 治る curarse
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のむ[くすりを～]　Ⅰ 飲む[薬を～] tomar [una medicina]

でる　Ⅱ 出る asistir (reunión ＋に)

ちがう　Ⅰ 違う diferenciarse, diferir

あるく　Ⅰ 歩く caminar, andar

みえる　Ⅱ 見える verse

つかれる　Ⅱ 疲れる cansarse

きびしい 厳しい estricto, severo

ひつよう[な] 必要[な] necesario

これから de ahora en adelante

ちょっと un poco, un rato, un momento

それに además

さあ No lo sé.

～に ついて sobre ~, acerca de ~

そうですね。 Cierto./Así es./Estoy de acuerdo.

おだいじに。 お大事に。 Que se mejore.

こんで います 込んで います estar lleno, estar repleto

ていねいけい 丁寧形 forma cortés

ふつうけい 普通形 forma informal
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20課  

ひ 火 fuego

ビル edificio

きけん 危険 peligro, riesgo

うちゅう 宇宙 espacio exterior, universo

うちゅうステーション 宇宙ステーション estación espacial

ゆめ 夢 sueño

かがくしゃ 科学者 científico

じっけん 実験 prueba, ensayo, experimento

バイオぎじゅつ バイオ技術 biotecnología

サンダル sandalias

ぼうし 帽子 gorro, sombrero

スカート 　 falda

めがね 眼鏡 gafas, anteojos

かみ 紙 papel

はさみ tijeras

Ｔ
ティー

シャツ camiseta

アンケート encuesta

テーマ tema

うんどう 運動 ejercicio

シート hoja (de preguntas)

その た その 他 otros

こわす　Ⅰ 壊す romper, destruir, demoler

しらせる　Ⅱ 知らせる avisar, notificar, informar

せっけいする　Ⅲ 設計する diseñar, planear

うまれる　Ⅱ 生まれる nacer

そだてる　Ⅱ 育てる criar, educar

かぶる[ぼうしを～]
　Ⅰ

かぶる[帽子を～] ponerse/llevar [un sombrero]

かける[めがねを～]
　Ⅱ

掛ける[眼鏡を～] ponerse/llevar [unas gafas]
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する　Ⅲ ponerse (una corbata)

きめる　Ⅱ 決める decidir, determinar

まとめる　Ⅱ reunir, agrupar, resumir

－ほん／ぼん／ぽん －本 (sufijo de conteo para objetos

alargados, como lápices, bolígrafos,

etc.)

なんぼん＊ 何本 cuántas unidades

ゆうべ anoche

よく mucho, frecuentemente

～だけ solamente ~, solo ~

いじょうです。 以上です。 Nada más./Esto es todo. (se emplea en

el fin de un discurso, por ejemplo)

まあ。 Bueno.

いいなあ。 ¡Qué bien! (se emplea en la

conversación informal)

クイズ adivinanza, concurso de preguntas y

respuestas

カエサル César

むらさきしきぶ 紫式部 Murasaki　Shikibu

ナポレオン Napoleón

マリリン･モンロー Marilyn Monroe

ジョン・レノン John Lennon

チャップリン Charles Chaplin

クレオパトラ Cleopatra
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21課 　

ゆき 雪 nieve

ざんぎょう 残業 horas extra

びょうき 病気 enfermedad

みち 道 camino, carretera

キャッシュカード tarjeta bancaria

こうつう 交通 tráfico

じこ 事故 accidente

こうつうじこ 交通事故 accidente de tráfico

じしん 地震 terremoto, sismo

たいふう＊ 台風 tifón

けいさつ 警察 policía

エンジン motor

ちょうし 調子 condición, estado

じゅけんひょう 受験票 tarjeta de examinando

あさねぼう 朝寝坊 levantarse tarde, pegársele las

sábanas

ラブレター carta de amor

せいせき 成績 notas, calificaciones

おしゃべり charla, conversación

ず 図 dibujo, gráfico

いえ 家 casa

ちから 力 fuerza

とし 年 año, edad

へび 蛇 serpiente

おや 親 padres

ふつう 普通 normal, ordinario

ツアー tour, viaje organizado

もうしこみ 申し込み solicitud

～しょ ～書 escrito de ~ , documento de ~

もうしこみしょ 申込書 (documento de) solicitud

ちゅうし 中止 cese, suspensión

ふる　Ⅰ 降る caer (lluvia, nieve)

まよう　Ⅰ 迷う perderse (camino ＋に)
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なくす　Ⅰ perder, hacer desaparecer

あう　Ⅰ 遭う encontrarse con, experimentar, padecer

(accidente ＋に)

おきる　Ⅱ 起きる ocurrir, tener lugar

わすれる　Ⅱ 忘れる olvidar

ひろう　Ⅰ 拾う coger, recoger, encontrar

たりる　Ⅱ 足りる ser suficiente

つく　Ⅰ 着く llegar (lugar ＋に)

とどく　Ⅰ 届く ser entregado, llegar

さく　Ⅰ 咲く florecer

しょうかいする　Ⅲ 紹介する presentar

やめる　Ⅱ dejar, abandonar

くみたてる　Ⅱ 組み立てる montar, armar

ふとる　Ⅰ 太る engordar

やせる＊　Ⅱ adelgazar

おとす　Ⅰ 落とす hacer caer

われる　Ⅱ 割れる romperse

よう　Ⅰ 酔う emborracharse

こわれる　Ⅱ 壊れる averiarse, romperse, estropearse

ちゅういする　Ⅲ 注意する advertir, prestar atención, tener

cuidado

けんかする　Ⅲ discutir, pelearse

すききらいする　Ⅲ 好き嫌いする tener muy claro lo que le gusta y lo

que no le gusta

サボる　Ⅰ hacer novillos, hacerse la rabona,

fumarse(el trabajo, las clases, etc.)

わるい 悪い malo

よわい 弱い débil

つよい＊ 強い fuerte

あまい 甘い blando, poco severo

しあわせ[な] 幸せ[な] feliz, dichoso

しんぱい[な] 心配[な] preocupado

－にんのり －人乗り para - persona(s) (se emplea para

referirse al número de personas que

pueden subirse a un vehículo o

transporte)

～いか ～以下 no más de ~, menos de ~, por debajo de

~
～いじょう＊ ～以上 no menos de ~, más de ~, por encima de

~

～までに hasta ~, antes de ~, para ~

52



22課 　

にんぎょう 人形 muñeco, muñeca

ハンカチ pañuelo

けいこうとう 蛍光灯 lámpara fluorescente

けが herida, lesión

プロジェクター proyector

ひ 日 día

とおく 遠く lejos

インターンシップ prácticas, pasantía

たのしみ 楽しみ expectación, deleite, placer

みなさま 皆様 todos, todo el mundo (expresión

respetuosa de みなさん)

こと cosa, asunto

きかい 機会 oportunidad, ocasión

こちら aquí, acá (expresión cortés de ここ)

そちら＊ ahí (expresión cortés de そこ)

あちら＊ allí, allá (expresión cortés de あそ

こ)

くれる　Ⅱ dar, regalar (a mí)

つれて いく　Ⅰ 連れて 行く llevar (a alguien)

つれて くる＊　Ⅲ 連れて 来る traer (a alguien)

みる　Ⅱ 見る verificar, ver, mirar

なおす　Ⅰ 直す reparar, arreglar, corregir

とりかえる　Ⅱ 取り替える cambiar, intercambiar

ごうかくする　Ⅲ 合格する pasar, aprobar (examen ＋に)

わたす　Ⅰ 渡す entregar

つける　Ⅱ encender

くばる　Ⅰ 配る repartir, distribuir

うれしい contento, feliz

この あいだ この 間 el otro día
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～けん ～県 prefectura de ~

～と ～都 prefectura de ~ (en la actualidad se

refiere a Tokio como capital)

～し ～市 ciudad de ~

～く ～区 distrito de ~

～さま ～様 Sr., Sra. ~ (expresión respetuosa de

~ さん)

ごめん。 Perdón. (expresión informal

equivalente a すみません)

おせわに なりました。 お世話に なりまし
　た。

Muchas gracias por todo./Muchas

gracias por todas sus atenciones.

いいえ、こちらこそ。 De nada, el placer es mío./De nada,

igualmente.

おげんきで。 お元気で。 Que le vaya bien.

おげんきですか。 お元気ですか。 ¿Qué tal?

そうでしたね。 Cierto (era)./Así era./Así fue.

トルコ Turquía

ぶんきょうく 文京区 distrito de Bunkyo

こいしかわ 小石川 Koishikawa

ながさき(けん） 長崎(県) (prefectura de) Nagasaki

うえだし 上田市 ciudad de Ueda

うえだ 上田 Ueda
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まとめ４

ぼく 僕 yo (expresión informal equivalente a

わたし que suelen emplear los hombres)

けしゴム 消しゴム goma de borrar

ドア puerta

しょうがっこう 小学校 escuela primaria

みんな todos

こえ 声 voz

ぶん 文 frase, oración

おどろく　Ⅰ 驚く sorprenderse

さびしい 寂しい solitario, triste

ある　～ un cierto ~, un ~

おなじ　～ 同じ　～ el mismo ~

～くん ～君 señor ~ (expresión informal

equivalente a さん que suele

emplearse al dirigirse a hombres de

la misma edad o menores, y de la

misma posición en el orden jerárquico

o inferior)

おめでとう。 Felicidades./Enhorabuena.

いしだ 石田 Ishida

ゆうた 勇太 Yuta
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巻末

－ぶんの－ －分の－ -/- (para construir fracciones)

おく 億 cien millones

－てん－ －点－ -,- (para los números decimales)

かず 数 número

じこく 時刻 hora, tiempo

ようび 曜日 día de la semana

おととし hace dos años

さらいねん 再来年 dentro de dos años

カレンダー calendario

－ねんはん －年半 - año(s) y medio

かぞえかた 数え方 manera de contar

よびかた 呼び方 manera de llamar a alguien o algo,

forma de dirigirse a alguien

やまだ 山田 Yamada

かたち 形 forma

チャート gráfico, tabla

【翻訳　有限会社エーゼットサポート】
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