
          Vocabulario

わたし 私 Yo

（お）なまえ （お）名前 [Su] nombre

（お）くに （お）国 [Su] país

にほん 日本 Japón

アメリカ Estados Unidos

イタリア Italia

オーストラリア Australia

かんこく 韓国 Corea del Sur

タイ Tailandia

ちゅうごく 中国 China

ロシア Rusia

こうこう 高校 Preparatoria

だいがく 大学 Universidad

にほんごがっこう 日本語学校 Escuela de japonés

（お）しごと （お）仕事 [Su] trabajo

がくせい 学生 Estudiante

せんせい 先生 Maestro / Profesor / Instructor

きょうし 教師 Maestro / Profesor / Instructor

かいしゃいん 会社員 Empleado de una empresa

しゃいん 社員 Empleado de la empresa…

～さん Sr., Sra., Srta.

～じん ～人 Gentilicio (ej: イタリア人)

どちら ¿Por dónde? / ¿Dónde?

おくにはどちらですか。 お国はどちらですか。 ¿De dónde es? (¿cuál es su país?)

はじめまして Mucho gusto

（どうぞ）よろしく Un placer conocerte

おねがいします。 お願いします。

こちらこそ Igualmente

あのう Disculpe…

すみません Perdón

１：私の名前・国・仕事

Lección 1

    Mi nombre, País, Trabajo
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あのう、すみません。 Disculpe…

そうですか ¿Ah, sí? / Ya veo

はい Sí

いいえ No

２：私の誕生日

    Mi cumpleaños

たんじょうび 誕生日 Cumpleaños

ブラジル Brasil

～がつ ～月 Mes

～にち／か ～日 Día

～さい ～歳 …años (de edad)

いつ ¿Cuándo?

３：私の趣味

    Mi pasatiempo

しゅみ 趣味 Pasatiempo

スポーツ Deportes

サッカー Fútbol

テニス Tenis

すいえい 水泳 Natación

えいが 映画 Película

おんがく 音楽 Música

どくしょ 読書 Lectura

りょこう 旅行 Viaje

りょうり 料理 Platillo / Cocina (de cocinar)

わたしのしゅみは 私の趣味は Mi pasatiempo es la cocina.

りょうりです。 料理です。

なん 何 ¿Qué?

あ(っ) ¡Ah!

Lección 1
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ここ／こちら Aquí

そこ／そちら Ahí / Allí

あそこ／あちら Allá

インフォメーション Información

ATM Cajero automático

エスカレーター Escalera mecánica o eléctrica

エレベーター Elevador

きつえんじょ 喫煙所 Área de fumar

トイレ Baño

レジ Caja registradora

きっさてん 喫茶店 Cafetería

スーパー Supermercado

100えんショップ 100円ショップ Tienda de 100 yenes

レストラン Restaurante

ちか 地下 Sótano

カメラ Cámara

けいたいでんわ 携帯電話 Celular

でんしじしょ 電子辞書 Diccionario electrónico

パソコン Computadora / Laptop

くつ 靴 Zapatos

けしゴム 消しゴム Borrador

ペン Pluma

トイレットペーパー Papel del baño

ほん 本 Libro

あぶら 油 Aceite

ケーキ Pastel

こめ 米 Arroz crudo

たまご 卵 Huevo

パン Pan

みず 水 Agua

Lección 2

１：どこですか

    ¿Dónde es?
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てんいん 店員 Empleado (de una tienda)

～かい ～階 Piso…

～や（れい：ほんや） ～屋（例：本屋） Tienda de… (ej: librería)

どこ ¿Dónde?

いらっしゃいませ Bienvenido (a la tienda)

(どうも) Muchas gracias

ありがとうございます

これ Éste / Ésta / Esto

それ Ése / Ésa / Eso

あれ Aquel / Aquella / Aquello

この Este… / Esta…

その Ese… / Esa…

あの Aquel… / Aquella…

かばん Bolsa / Mochila

ズボン Pantalones

Tシャツ Playera

とけい 時計 Reloj

～えん ～円 …yen(es)

いくら ¿Cuánto cuesta?

じゃ Entonces

さかな 魚 Pescado

にく 肉 Carne

ぎゅうにく 牛肉 Carne de res

Lección 2

    Restaurante

２：いくらですか

３：レストラン

    ¿Cuánto cuesta?
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とりにく 鶏肉 Carne de pollo

ぶたにく 豚肉 Carne de cerdo

やさい 野菜 Verduras

イチゴ Fresa

リンゴ Manzana

りょうり 料理 Comida / Platillo

これはさかなの これは魚の Esto es un platillo de pescado.

りょうりです。 料理です。

カレー Curry

スープ Sopa

とんかつ Carne de puerco empanizada

ハンバーグ Hamburguesa

ごはん ご飯 Arroz cocido

ごはんを２つください。 ご飯を２つください。 Dos platos de arroz, por favor.

ライス Arroz cocido

ジュース Jugo

コーヒー Café

こうちゃ 紅茶 Té negro

(お)ちゃ (お)茶 Té

ビール Cerveza

ワイン Vino

インド India

ドイツ Alemania

フランス Francia

さいふ 財布 Cartera

えいご 英語 Inglés

～ご（れい：にほんご） ～語（例：日本語） Idioma… (ej: idioma japonés)

～つ Contador de objetos

だれ 誰 ¿Quién?

ちゅうもんをおねがいします。注文をお願いします。 ¿Puede tomarme la orden?

どうぞ Adelante

Lección 2
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いま 今 Ahora / Ahorita / En este momento

ごぜん 午前 De la mañana / AM

ごご 午後 De la tarde / PM

ひる 昼 Tarde

ぎんこう 銀行 Banco

たいいくかん 体育館 Gimnasio (público o de la escuela)

としょかん 図書館 Biblioteca

びょういん 病院 Hospital

ゆうびんきょく 郵便局 Oficina de correos

じゅぎょう 授業 Clase

テスト Examen

やすみ 休み Descanso / Receso 

じかん 時間 Tiempo

～じ ～時 Horas (ej: ２時)

～ふん／ぷん ～分 Minutos (ej: ５分)

いま、9じ20ぷんです。 今、9時20分です。 Ahorita son las 9:20

～じはん ～時半 Hora y media

～ようび ～曜日 Día (de la semana)

スケジュール Itinerario / Programa / Horario

アルバイト Trabajo (de medio tiempo)

スキー Esquí

パーティー Fiesta

バーベキュー Carne asada

はなび 花火 Fuegos artificiales

（お）はなみ （お）花見 Ir a ver las flores de cerezo

２：私のスケジュール

    Mi horario

Lección 3

１：何時までですか

    ¿Hasta qué hora?
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ホームステイ Alojamiento familiar (homestay)

（お）まつり （お）祭り Festival

うみ 海 Mar / Océano

こうえん 公園 Parque

さくら 桜 Flor de cerezo / Sakura

（お）さけ （お）酒 Bebida alcohólica

（お）すし Sushi

バス Camión

（お）べんとう （お）弁当 Caja de comida para llevar

りゅうがくせい 留学生 Estudiante extranjero

１ねん（いちねん） 1年 Un año

はる 春 Primavera

なつ 夏 Verano

あき 秋 Otoño

ふゆ 冬 Invierno

ゴールデンウィーク Golden Week

なに 何 ¿Qué?

いきます[いく]1 行きます[行く]1 Ir

かえります[かえる]1 帰ります[帰る]1 Regresar / Volver

のみます[のむ]1 飲みます[飲む]1 Tomar / Beber

たべます[たべる]2 食べます[食べる]2 Comer

みます[みる]2 見ます[見る]2 Ver / Mirar

します[する]3 Hacer

スキーをします Esquiar

いいですね ¡Qué bien!

A：なつやすみ、 A：夏休み、 A: En las vacaciones de 

ほっかいどうへいきます。 北海道へ行きます。    verano voy a ir a Hokkaido.

B：いいですね。 B: ¡Qué bien!

えっ ¿Eh?

へえ Órale

Lección 3
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あさ 朝 Mañana

よる 夜 Noche

まいにち 毎日 Todos los días

まいあさ 毎朝 Todas las mañanas

まいばん 毎晩 Todas las noches

あさごはん 朝ご飯 Desayuno

ひるごはん 昼ご飯 Comida

うち Casa / Hogar

かいしゃ 会社 Compañía / Empresa

がっこう 学校 Escuela

コンビニ Tienda de conveniencia

ぎゅうにゅう 牛乳 Leche

くだもの 果物 Fruta

サラダ Ensalada

チーズ Queso

インターネット Internet

しんぶん 新聞 Periódico

テレビ Televisión

CD / DVD CD / DVD

なにも 何も Nada

どこ（へ）も Ningún lado / Ninguna parte

かいます[かう]1 買います[買う]1 Comprar

ききます[きく]1 聞きます[聞く]1 Escuchar / Oír

CDをききます。 CDを聞きます。 Escucho un CD.

はたらきます[はたらく]1 働きます[働く]1 Trabajar

よみます[よむ]1 読みます[読む]1 Leer

おきます[おきる]2 起きます[起きる]2 Levantarse / Despertarse

ねます[ねる]2 寝ます[寝る]2 Dormirse / Acostarse

べんきょう・します 勉強・します Estudiar

[べんきょう・する]3 [勉強・する]3

きます[くる]3 来ます[来る]3 Venir

Lección 3

３：どんな毎日

    ¿Cómo te ha ido?
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きた 北 Norte

みなみ 南 Sur

ひがし 東 Este

にし 西 Oeste

まんなか 真ん中 En medio / Centro (de ubicación)

くるま 車 Coche / Carro

しんかんせん 新幹線 Tren bala

でんしゃ 電車 Tren

ひこうき 飛行機 Avión

えき 駅 Estación (de tren o de metro)

まち 町 Ciudad

～じかん ～時間 Horas (duración)

～じかんはん ～時間半 Horas y media (duración)

～ふん／ぷん ～分 Minutos (duración)

うちからがっこうまで うちから学校まで De mi casa a la escuela

20ぷんです。 20分です。 son 20 minutos.

あるいて 歩いて Caminando

～くらい Alrededor de… / Aproximadamente...

どのくらい ¿Cuánto tiempo?

Lección 4

１：どこ

    ¿Dónde?
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おんせん 温泉 Aguas termales

かわ 川 Río

やま 山 Montaña

きょうかい 教会 Iglesia

(お)しろ (お)城 Castillo

じんじゃ 神社 Templo sintoísta

(お)てら (お)寺 Templo budista

ビル Edificio

ところ Lugar

ひと 人 Persona

みどり 緑 Vegetación (verdor)

あります[ある]1 Hay

はこねにおんせんがあります。箱根に温泉があります。 En Hakone hay aguas termales.

あたらしい 新しい Nuevo

ふるい 古い Viejo

いい Bueno / Bien

(～が)おおい (～が)多い Muchos

(～が)すくない (～が)少ない Pocos

おおきい 大きい Grande

ちいさい 小さい Pequeño / Chiquito

たかい 高い Alto

ふじさんはたかいです。 富士山は高いです。 El Monte Fuji es alto.

ひくい 低い Bajo

きれい(な) Bonito

しずか(な) 静か(な) Tranquilo

にぎやか(な) Concurrido

ゆうめい(な) 有名(な) Famoso

どんな ¿Qué tipo...?

そして Y… / Además...

    ¿Qué tipo de lugar?

２：どんなところ

Lección 4
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あめ 雨 Lluvia

ゆき 雪 Nieve

ひ 日 Día

メロン Melón

あたたかい 暖かい Cálido (clima)

すずしい 涼しい Fresco (clima)

あつい 暑い Caluroso (clima)

さむい 寒い Frío (clima)

てんきがいい 天気がいい Buen tiempo / Buen clima

てんきがわるい 天気が悪い Mal tiempo / Mal clima

あたたかい 温かい Tibio (objetos)

あつい 熱い Caliente (objetos)

つめたい 冷たい Helado / Frío (objetos)

おいしい Delicioso / Rico

あまい 甘い Dulce

からい 辛い Picante / Enchiloso

にがい 苦い Amargo

すっぱい Ácido / Agrio

いちねんじゅう 一年中 Todo el año

あまり No tanto / Casi no

わたしのくにはなつ、 私の国は夏、 En mi país casi no hace calor en verano.

あまりあつくないです。 あまり暑くないです。

すこし 少し Un poco

とても Muy / Mucho

どう ¿Qué tal?

そうですね Sí, ¿verdad?

Lección 4

３：季節・料理

    Estaciones del año, Comida
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きょう 今日 Hoy

あした 明日 Mañana

あさって Pasado mañana

きのう 昨日 Ayer

おととい Antier

せんしゅう 先週 Semana pasada

しゅうまつ 週末 Fin de semana

いえ 家 Casa

へや 部屋 Habitación / Cuarto

デパート Tienda departamental

びじゅつかん 美術館 Museo de arte

ゲーム Juego

かぞく 家族 Familia

こいびと 恋人 Pareja

ともだち 友達 Amigo/a

ルームメイト Compañero de casa / Roomie

どこか（へ） A algún lado

あいます[あう]1 会います[会う]1 Encontrarse / Verse

つくります[つくる]1 作ります[作る]1 Preparar / Hacer

かいもの・します 買い物・します Hacer compras

[かいもの・する]3 [買い物・する]3

しょくじ・します 食事・します Comer

[しょくじ・する]3 [食事・する]3

せんたく・します 洗濯・します Lavar ropa

[せんたく・する]3 [洗濯・する]3

そうじ・します 掃除・します Limpiar / Hacer quehacer

[そうじ・する]3 [掃除・する]3

それから Y luego / Después

ひとりで １人で Solo

    Fin de semana

Lección 5

１：週末
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けさ 今朝 Esta mañana

せんげつ 先月 Mes pasado

きょねん 去年 Año pasado

かぜ 風邪 Gripa

てんき 天気 Clima 

ばんごはん 晩ご飯 Cena

ふく 服 Ropa

のぼります[のぼる]1 登ります[登る]1 Escalar

はいります[はいる]1 入ります[入る]1 Entrar / Meterse

おんせんにはいります。 温泉に入ります。 Meterse a aguas termales.

いそがしい 忙しい Ocupado

おもしろい Interesante / Gracioso

きもちがいい 気持ちがいい Sentirse bien (sensación agradable)

たかい 高い Caro

パソコンは パソコンは La computadora estuvo cara.

たかかったです。 高かったです。

やすい 安い Barato

たのしい 楽しい Divertido

むずかしい 難しい Difícil

かんたん（な） 簡単（な） Fácil

たいへん（な） 大変（な） Difícil / Pesado

ひま（な） 暇（な） Estar libre

どうして どうして ¿Por qué?

    Después del descanso

Lección 5

２：休みの後で
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こんど 今度 La próxima vez

こんばん 今晩 Esta noche

ことし 今年 Este año

らいねん 来年 Próximo año

アニメ Ánime

え 絵 Pintura / Dibujo

けしき 景色 Paisaje

じてんしゃ 自転車 Bicicleta

しゃしん 写真 Foto

とります[とる]1 撮ります[撮る]1 Tomar (fotos)

かります[かりる]2 借ります[借りる]2 Pedir prestado

ほしい Querer / Desear

すき（な） 好き（な） Gustar

きらい（な） 嫌い（な） Odiar

    En el próximo descanso

Lección 5

３：今度の休みに
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こんしゅう 今週 Esta semana

らいしゅう 来週 Próxima semana

こんげつ 今月 Este mes

らいげつ 来月 Próximo mes

カラオケ Karaoke

コンサート Concierto

しあい 試合 Partido

セール Rebajas

チケット Boleto

ちず 地図 Mapa

ドライブ Paseo en carro

みずぎ 水着 Traje de baño

やきゅう 野球 Béisbol

やくそく 約束 Cita / Compormiso

ようじ 用事 Cosas que hacer

～まい ～枚 Contador de cosas planas

あります[ある]1 Tener

こんばん、 今晩、 Tengo planes esta noche.

ようじがあります。 用事があります。

よこはまでやきゅうの 横浜で野球の Habrá un partido de béisbol 

しあいがあります。 試合があります。 en Yokohama

チケットが2まい チケットが2枚 Tengo 2 boletos

あります。 あります。

ざんねん（な） 残念（な） (Qué) lástima / (Qué) pena

いっしょに 一緒に Juntos

いいですね Me parece bien / Suena bien

A:いっしょにえいがを A:一緒に映画を ¿No quieres que vayamos juntos

みにいきませんか。 見に行きませんか。 a ver una película?

B:いいですね。 B:いいですね。 Sí, suena bien. Vamos

いきましょう。 行きましょう。

    ¿Vamos juntos?

Lección 6

１：一緒に行きませんか
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ああ Ah…

ああ、にちようびは ああ、日曜日は Ah… perdón, pero el domingo… 

ちょっと…。 ちょっと…。

すみません Pérdon

A:こんばんいっしょに A:今晩一緒に ¿No quieres que cenemos juntos

ごはんをたべませんか。 ご飯を食べませんか。 esta noche?

B:すみません。 B:すみません。 Perdóname. Esta noche…

こんばんはちょっと…。 今晩はちょっと…。

またこんど また今度 Otro día / En otra ocasión

わあ Guau

たべもの 食べ物 Comida / Alimento

のみもの 飲み物 Bebida

やきにく 焼き肉 Carne asada

ラーメン Ramen

たべほうだい 食べ放題 Bufette

コース Comida por tiempos

いざかや 居酒屋 Bar estilo japonés

えいがかん 映画館 Cine

ちかてつ 地下鉄 Metro

かしゅ 歌手 Cantante

きせつ 季節 Estaciones del año

コメディー Comedia

ジャズ Jazz

ツアー Tour

どちら ¿Cuál (de los dos)?

どちらも Ambos

ちかい 近い Cercano / Cerca

とおい 遠い Lejano / Lejos

    ¿Cuál prefieres?

Lección 6

２：どちらがいいですか
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はやい 早い Temprano

ひろい 広い Amplio

いちばん El más 

ぜんぶ 全部 Todo

そうですねえ Dejáme pensar

おこのみやき お好み焼き Okonomiyaki

すきやき すき焼き Sukiyaki

あそびます[あそぶ]1 遊びます[遊ぶ]1 Divertirse / Jugar

ぜひ Sin falta

まだ Todavía

もう Ya

そうしましょう Hagamos eso

わかりました Entendido

    Cita

Lección 6

３：約束



          Vocabulario

かいさつ 改札 Entrada (del metro o del tren)

き 木 Árbol

こうばん 交番 Puesto de policia

じどうはんばいき 自動販売機 Máquina expendedora

バスてい バス停 Parada de camión

ポスト Buzón

はな 花 Flor

いぬ 犬 Perro

あいだ 間 Entre

うえ 上 Arriba

した 下 Abajo

ちかく 近く Cerca

となり 隣 Al lado

なか 中 Dentro

そと 外 Fuera

まえ 前 En frente, Delante

うしろ 後ろ Atrás, Detrás

よこ 横 Al lado

むかえにいきます 迎えに行きます Ir a recoger (a una persona)

[むかえにいく]1 [迎えに行く]1

います[いる]2 Estar

わたしはほんやの 私は本屋の Yo estoy en la librería.

なかにいます。 中にいます。

もしもし Bueno (al contestar el teléfono)

いす Silla

テーブル Mesa

２：パーティーの準備

    Preparativos de la fiesta

Lección 7

１：道がわかりません

    No conozco el camino
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でんしレンジ 電子レンジ Microondas

れいぞうこ 冷蔵庫 Refrigerador

さとう 砂糖 Azúcar

しお 塩 Sal

しょうゆ Salsa de soya

コップ Vaso

（お）さら （お）皿 Plato

スプーン Cuchara

ナイフ Cuchillo

フォーク Tenedor

はし Palillos

かんじ 漢字 Caracteres chinos

どれ ¿Cuál?

どの ¿Cuál...?

あらいます[あらう]1 洗います[洗う]1 Lavar

おきます[おく]1 置きます[置く]1 Colocar / Poner

かきます[かく]1 書きます[書く]1 Escribir

かします[かす]1 貸します[貸す]1 Prestar

ききます[きく]1 聞きます[聞く]1 Preguntar

パクさんにでんわ パクさんに電話 Preguntarle a Paku su número 

ばんごうをききます 番号を聞きます de teléfono.

きります[きる]1 切ります[切る]1 Cortar

つかいます[つかう]1 使います[使う]1 Usar

てつだいます 手伝います Ayudar

[てつだう]1 [手伝う]1

とります[とる]1 取ります[取る]1 Pasar / Tomar

もっていきます 持って行きます Llevar

[もっていく]1 [持って行く]1

わかります[わかる]1 Entender

だします[だす]1 出します[出す]1 Sacar

れいぞうこから 冷蔵庫から Sacar el jugo del refrigerador.

ジュースをだします。 ジュースを出します。

Lección 7
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いれます[いれる]2 入れます[入れる]2 Meter / Servir

おしえます[おしえる]2 教えます[教える]2 Enseñar

たくさん Muchos

すみませんが Lo siento, pero...

ああ Ah

ああ、これですね。 Ah, es éste, ¿verdad?

いいですよ Está bien.

うた 歌 Canción

ギター Guitarra

だいどころ 台所 Cocina

たばこ Cigarro

でんわ 電話 Teléfono

ピザ Pizza

まど 窓 Ventana

うたいます[うたう]1 歌います[歌う]1 Cantar

すいます[すう]1 吸います[吸う]1 Fumar / Inhalar

はなします[はなす]1 話します[話す]1 Platicar

ひきます[ひく]1 弾きます[弾く]1 Tocar (un instrumento de cuerda)

もちます[もつ]1 持ちます[持つ]1 Tener (en la mano)

あけます[あける]2 開けます[開ける]2 Abrir

しめます[しめる]2 閉めます[閉める]2 Cerrar

かけます[かける]2 Hacer una llamada / Marcar

ともだちにでんわを 友達に電話を Marcarle a mi amigo

かけます。 かけます。

もってきます 持って来ます Traer

[もってくる]3 [持って来る]3

    Cita

Lección 7

３：約束



          Vocabulario

りょうしん 両親 Padres

ちち 父 Padre / Papá

はは 母 Madre / Mamá

きょうだい 兄弟 Hermanos

あに 兄 Hermano mayor

あね 姉 Hermana mayor

おとうと 弟 Hermano menor

いもうと 妹 Hermana menor

おっと 夫 Mi marido / Mi esposo

つま 妻 Mi esposa

こども 子ども Hijos

むすこ 息子 Hijo (varón)

むすめ 娘 Hija

おとうさん お父さん (Tu/su) papá

おかあさん お母さん (Tu/su) mamá

おにいさん お兄さん (Tu/su) hermano mayor

おねえさん お姉さん (Tu/su) hermana mayor

おとうとさん 弟さん (Tu/su) hermano menor

いもうとさん 妹さん (Tu/su) hermana menor

おこさん お子さん (Tus/sus) hijos

ペット Mascota

ねこ 猫 Gato

ピアノ Piano

いしゃ 医者 Doctor

こうこうせい 高校生 Estudiante de preparatoria

だいがくせい 大学生 Estudiante universitario

～にん ～人 Contador de personas (ej: ２人)

～ひき／ぴき ～匹 Contador de mascotas (ej: ２匹)

Lección 8

１：家族・友達

    Familia, Amigos



          Vocabulario

すみます[すむ]1 住みます[住む]1 Vivir / Residir

います[いる]2 Tener (personas o mascotas)

わたしはおとうとがいます。 私は弟がいます。 Tengo un hermano menor.

ごしゅじん ご主人 (Tu/su) marido

おくさん 奥さん (Tu/su) esposa

せんぱい 先輩 Superior / Senior

こうはい 後輩 Inferior / Junior 

うさぎ Conejo

からだ 体 Cuerpo

あし 足 Pie / Pierna

かお 顔 Cara

かみ 髪 Cabello

くち 口 Boca

はな 鼻 Nariz

め 目 Ojo

みみ 耳 Oreja

あたまがいい 頭がいい Inteligente

かっこいい Cool / Genial

かわいい Linda

せがたかい 背が高い Alto (estatura)

ながい 長い Largo

みじかい 短い Corto

やさしい 優しい Amable

くろい 黒い Negro

しろい 白い Blanco

ちゃいろい 茶色い Café

げんき（な） 元気（な） Animado / Saludable

しんせつ（な） 親切（な） Amable / Servicial

２：こんな人

    Este tipo de persona

Lección 8



          Vocabulario

まじめ（な） Serio (en lo que hace) / Diligente

じょうず（な） 上手（な） Ser bueno (habilidad)

へた（な） 下手（な） Ser malo (habilidad)

カード Tarjeta

ともだちのたんじょうびに 友達の誕生日に Enviaré una tarjeta de cumpleaños 

カードをおくります。 カードを送ります。 a mi amigo

かさ 傘 Paraguas

（お）かね （お）金 Dinero

くつした 靴下 Calcetines

じしょ 辞書 Diccionario

チョコレート Chocolate

てがみ 手紙 Carta

ネックレス Collar

ノート Cuaderno

プレゼント Regalo

メール Mail / Correo (electrónico)

そぼ 祖母 Abuela

クリスマス Navidad

けっこんしき 結婚式 Boda

バレンタインデー Dia de San Valentín

なにか 何か Algo

おくります[おくる]1 送ります[送る]1 Enviar

もらいます[もらう]1 Recibir

あげます[あげる]2 Dar / Regalar

くれます[くれる]2 Darme

でんわ・します 電話・します Hacer una llamada

[でんわ・する]3 [電話・する]3

もうすぐ もうすぐ Ya casi / Ya mero

よかったですね よかったですね ¡Qué bueno!

    Regalo

３：プレゼント

Lección 8



          Vocabulario

アクション Acción (género)

（お）かし （お）菓子 Dulces

きって 切手 Estampilla

クラシック Música clásica

ポップス Pop

しょうせつ 小説 Novela escrita

まんが 漫画 Cómic japonés

つり 釣り Pesca

ドラマ Telenovela 

プール Alberca

さいきん 最近 Últimamente / Recientemente

～にち ～日 Contador de días (ej: ２日)

～しゅうかん ～週間 Contador de semanas (ej: ２週間)

～かげつ ～か月 Contador de meses (ej: ２か月)

～ねん ～年 Contador de años (ej: ２年)

～かい ～回 Contador de veces (ej: ２回)

～さつ ～冊 Contador de libros y revistas (ej: ２冊)

～はい／ぱい／ばい ～杯 Contador de tazas y vasos (ej: ２杯)

～ほん／ぽん／ぼん ～本
Contador de cosas largas y delgadas  (ej: 

２本)
～りょうり ～料理 Comida... / Gastronomía…

（れい：イタリアりょうり） （例：イタリア料理） (ej: comida italiana)

およぎます[およぐ]1 泳ぎます[泳ぐ]1 Nadar

かきます[かく]1 描きます[描く]1 Dibujar

あつめます[あつめる]2 集めます[集める]2 Coleccionar

うんてん・します 運転・します Conducir

[うんてん・する]3 [運転・する]3

とくに 特に Particularmente / Especialmente

いつも Siempre

よく Frecuentemente / Seguido

Lección 9

１：いろいろな趣味

    Diversos pasatiempos



          Vocabulario

わたしはよく 私はよく Seguido veo películas. 

えいがをみます。 映画を見ます。

ときどき De vez en cuando / A veces

あまり No tan / Casi no

あまりテレビをみません。 あまりテレビを見ません。Casi no veo televisión. 

ぜんぜん 全然 Nada

でも Pero

だけ Solamente / Únicamente

２：できること・できないこと

    Lo que soy capaz de hacer / Lo que no soy capaz de hacer

イベント Evento

コンテスト Concurso

しょどう 書道 Caligrafía

ダイビング Buceo

ダンス Danza / Baile

～クラブ Club de… 

（れい：ダンスクラブ） （例：ダンスクラブ） (ej: club de baile)

～きょうしつ ～教室 Taller de…

（れい：しょどうきょうしつ） （例：書道教室） (ej: taller de calígrafia)

ならいます[ならう]1 習います[習う]1 Aprender (de alguien)

のります[のる]1 乗ります[乗る]1 Subir (a un tranpsorte)

はいります[はいる]1 入ります[入る]1 Entrar

ダンスクラブに ダンスクラブに Entrar al club de baile.

はいります。 入ります。

もうしこみます 申し込みます Inscribirse

[もうしこむ]1 [申し込む]1

できます[できる]2 Ser capaz / Poder (hacer algo)

スキーができます。 Poder esquiar

Lección 9



          Vocabulario

さんか・します 参加・します Participar

[さんか・する]3 [参加・する]3

すごい Genial / Increíble

いろいろ（な） 色々（な） Diversos / Varios

じょうずに 上手に Hábilmente

うけつけ 受付 Recepción

カード Tarjeta

としょかんのカードを 図書館のカードを Hacer una tarjeta de la biblioteca

つくります。 作ります。

がいこくじんとうろくしょう 外国人登録証 Registro de extranjero

じゅうしょ 住所 Domicilio

しゅくだい 宿題 Tarea

でんわばんごう 電話番号 Número de teléfono

～ばん ～番 Contador de números

いいます[いう]1 言います[言う]1 Decir

はらいます[はらう]1 払います[払う]1 Pagar

おります[おりる]2 降ります[降りる]2 Bajar (de un transporte)

みせます[みせる]2 見せます[見せる]2 Mostrar

よやく・します 予約・します Reservar

[よやく・する]3 [予約・する]3

どうやって ¿De qué manera…?

    Un fin de semana divertido

３：楽しい週末

Lección 9



          Vocabulario

おと 音 Sonido

こえ 声 Voz

くすり 薬 Medicina

みぎ 右 Derecha

ひだり 左 Izquierda

かど 角 Esquina

こうさてん 交差点 Cruce

しんごう 信号 Semáforo

はし 橋 Puente

みち 道 Camino

～つめ ～つ目 Número ordinal 

(ej: primero, segundo, etc.)

さがします[さがす]1 探します[探す]1 Buscar

のみます[のむ]1 飲みます[飲む]1 Tomar

くすりをのみます。 薬を飲みます。 Tomar medicina

まがります[まがる]1 曲がります[曲がる]1 Dar la vuelta

わたります[わたる]1 渡ります[渡る]1 Cruzar

きこえます[きこえる]2 聞こえます[聞こえる]2 Se escucha

みえます[みえる]2 見えます[見える]2 Se ve

まっすぐ Todo derecho

よく Bien

よくわかりません。 No entiendo bien.

ちょっと Ahorita / Tantito

ええと Este…

２：いろいろな注意

    Diversos puntos de cuidado

カーテン Cortina

（お）きゃく（さん） （お）客（さん） Cliente

Lección 10

１：集合

    Reunirse



          Vocabulario

ごみ Basura

て 手 Mano

にもつ 荷物 Equipaje / Maleta

パンフレット Folleto

ほか 他 Otros

みなさん 皆さん Todos

（お）みやげ （お）土産 Souvenir 7 Recuerditos

おします[おす]1 押します[押す]1 Empujar / Presionar

すわります[すわる]1 座ります[座る]1 Sentarse

たちます[たつ]1 立ちます[立つ]1 Pararse

なくします[なくす]1 Perder (un objeto)

はいります[はいる]1 入ります[入る]1 Entrar

きょうしつにはいります。 教室に入ります。 Entrar al salón.

もってかえります 持って帰ります Llevar (algo) de regreso

[もってかえる]1 [持って帰る]1

おくれます[おくれる]2 遅れます[遅れる]2 Llegar tarde

すてます[すてる]2 捨てます[捨てる]2 Tirar

しゅうごう・します 集合・します Juntarse / Reunirse

[しゅうごう・する]3 [集合・する]3

あぶない 危ない Peligroso

たいせつ（な） 大切（な） Importante

めいわく（な） 迷惑（な） Molesto

３：動物園で

    En el zoológico

クマ Oso

コアラ Koala

サル Chango

ゾウ Elefante

とり 鳥 Pájaro

パンダ Panda

ペンギン Pingüino

Lección 10



          Vocabulario

いりぐち 入り口 Entrada (de algún lugar)

でぐち 出口 Salida (de algún lugar)

えさ Comida para animales

おなか お腹 Panza

かんらんしゃ 観覧車 Rueda de la fortuna

バナナ Plátano

ボール Pelota

～たち Hacer plural el singular (ej: 学生たち)

あるきます[あるく]1 歩きます[歩く]1 Caminar

とびます[とぶ]1 飛びます[飛ぶ]1 Volar

なります[なる]1 Volverse / Convertirse

やすみます[やすむ]1 休みます[休む]1 Descansar

あそこのベンチで あそこのベンチで Descansemos en la banca de allá. 

やすみましょう。 休みましょう。

やります[やる]1 Dar

おなかがすきます Tener hambre

[おなかがすく]1

のどがかわきます Tener sed

[のどがかわく]1

つかれます[つかれる]2 疲れます[疲れる]2 Cansarse

いたい 痛い Doler

くらい 暗い Oscuro

そろそろ Ya casi / Pronto

ほんとうだ 本当だ Es verdad

Lección 10



          Vocabulario

あたま 頭 Cabeza

かいわ 会話 Conversación

さくぶん 作文 Composición escrita

クラスメイト Compañero de clase

ざっし 雑誌 Revista

ジョギング Trotar

せいかつ 生活 Vida cotidiana

てんちょう 店長 Jefe de una tienda

にっき 日記 Diario

はじめ 初め Comienzo

ひとりぐらし 一人暮らし Vivir solo

ひらがな Hiragana

へいじつ 平日 Entre semana

まいしゅう 毎週 Cada semana

おわります[おわる]1 終わります[終わる]1 Terminar

かよいます[かよう]1 通います[通う]1 Ir y venir / Frecuentar (un lugar)

ひきます[ひく]1 ひきます[ひく]1 Resfriarse

やすみます[やすむ]1 休みます[休む]1 Ausentarse / Faltar

がっこうをやすみます。 学校を休みます。 Faltar a la escuela

なれます[なれる]2 慣れます[慣れる]2 Acostumbrarse

わすれます[わすれる]2 忘れます[忘れる]2 Olvidar

さんぽ・します 散歩・します Pasear

[さんぽ・する]3 [散歩・する]3

さびしい 寂しい Sentirse solo

ねむい 眠い Tener sueño

たいてい Casi siempre / Por lo general

なかなか Fácilmente

ええ Sí

Lección 11

１：今の生活

    Vida actual



          Vocabulario

オリンピック Olimpiada

がいこく 外国 País extranjero

しょうがくせい 小学生 Estudiante de primaria

ちゅうがくせい 中学生 Estudiante de secundaria

せんしゅ 選手 Jugador / Competidor

そふ 祖父 Abuelo

はじめます[はじめる]2 始めます[始める]2 Comenzar

わかれます[わかれる]2 別れます[別れる]2 Separarse

そつぎょう・します 卒業・します Graduarse

[そつぎょう・する]3 [卒業・する]3

にゅうがく・します 入学・します Ingresar a una escuela

[にゅうがく・する]3 [入学・する]3

だんだん Poco a poco

はじめて 初めて Por primera vez

それで Por eso / Por lo tanto

エアコン Aire acondicionado

ニュース Noticia

けします[けす]1 消します[消す]1 Apagar

つけます[つける]2 点けます[点ける]2 Prender

ひっこし・します 引っ越し・します Mudarse

[ひっこし・する]3 [引っ越し・する]3

うん Sí (informal)

ううん No (informal)

ごめん Perdón (informal)

そっか ¿Ah, sí? / Ya veo (informal)

また De nuevo / Otra vez

３：友達と

    Con mis amigos

２：今の私・前の私

    Yo actual / Yo anterior

Lección 11



          Vocabulario

けが Herida

しょくよく 食欲 Apetito

ちょうし 調子 Condición (de salud)

ねつ 熱 Fiebre / Calentura

びょうき 病気 Enfermedad

のど Garganta

は 歯 Diente

のみかい 飲み会 Convivio (para beber)

～ど ～度 Contador de grados (ej: ３５度)

なおります[なおる]1 治ります[治る]1 Aliviarse / Curarse

わるい 悪い Malo

きもちがわるい 気持ちが悪い Sentirse mal

だいじょうぶ（な） 大丈夫（な） Estar bien

はやく 早く Temprano

おかげさまで Gracias a dios

おだいじに お大事に Que te mejores

それはいけませんね Eso no es bueno

    Condición física

Lección 12

１：体の調子



          Vocabulario

シャワー Ducha

すいみん 睡眠 Sueño

はいしゃ 歯医者 Dentista

やけど Quemadura

こと Cosa / Asunto

もの Cosa / Objeto

いじょう 以上 Más de… / Igual o más de…

だします[だす]1 出します[出す]1 Sacar

こえを　だします 声を出します Decir algo

ぬります[ぬる]1 塗ります[塗る]1 Untar

あびます[あびる]2 浴びます[浴びる]2 Bañarse

でかけます 出かけます Salir (a algún lado)

[でかける]2 [出かける]2

うんどう・します 運動・します Hacer ejercicio

[うんどう・する]3 [運動・する]3

かたい 固い Duro

やわらかい 柔らかい Blando

からだにいい 体にいい Bueno para el cuerpo

じぶんで 自分で Por sí mismo / Por cuenta propia

できるだけ できるだけ En la medida de lo posible

ゆっくり Despacio / Tranquilamente

ゆっくり ゆっくり Descansa tranquilamente.

やすんでください。 休んでください。

    Consejo

Lección 12

２：アドバイス



          Vocabulario

やくざいし 薬剤師 Farmacéutico

うわぎ 上着 Abrigo

コンタクトレンズ Pupilentes

せつめいしょ 説明書 Instructivo

（お）ふろ （お）風呂 Tina

ほけんしょう 保険証 Seguro (de salud)

まちあいしつ 待合室 Sala de espera

やっきょく 薬局 Farmacia

だします[だす]1 出します[出す]1 Entregar

ほけんしょうを 保険証を Entregue el seguro, por favor. 

だしてください。 出してください。

ぬぎます[ぬぐ]1 脱ぎます[脱ぐ]1 Quitarse (la ropa)

はしります[はしる]1 走ります[走る]1 Correr

まちます[まつ]1 待ちます[待つ]1 Esperar

みがきます[みがく]1 磨きます[磨く]1 Cepillar (los dientes)

よこになります 横になります Acostarse

[よこになる]1 [横になる]1

じゅんび・します 準備・します Preparar

[じゅんび・する]1 [準備・する]1

かゆい かゆい Tener comezón

    En el hospital

Lección 12

３：病院で



          Vocabulario

こうよう 紅葉 Hojas rojizas

サービス Servicio

すもう 相撲 Sumo

ホテル Hotel

しります 知ります Conocer / Saber

デート・します Tener una cita (romántica)

[デート・する]3

いっかいも 一回も Ni una vez

なんかいも 何回も Varias veces

おとこのひと 男の人 Hombre

おんなのひと 女の人 Mujer

(お)みせ (お)店 Tienda

ゆうえんち 遊園地 Parque de diversiones

ジェットコースター Montaña rusa

でんきせいひん 電気製品 Productos electrónicos

サングラス Lentes oscuros

めがね 眼鏡 Lentes

シャツ Camisa

スカート Falda

ネクタイ Corbata

ぼうし 帽子 Gorra / Sombrero

にんき 人気 Popularidad

うります[うる]1 売ります[売る]1 Vender

かぶります[かぶる]1 Ponerse (sombrero)

とまります[とまる]1 泊まります[泊まる]1 Hospedarse

    Con la experiencia

    Recomendación

Lección 13

１：経験から

２：おすすめします



          Vocabulario

はきます[はく]1 Ponerse (zapatos, pantalones, etc.)

かけます[かける]1 Ponerse (lentes)

めがねをかけます 眼鏡をかけます Ponerse lentes.

きます[きる]2 着ます[着る]2 Ponerse (vestidos, playeras, etc.)

します[する]3 Ponerse (accesorios)

ネクタイをします。 Ponerse la corbata.

あおい 青い Azul

あかい 赤い Rojo

きいろい 黄色い Amarillo

わかい 若い Joven

しんせん(な) 新鮮な Fresco (alimentos)

３：教えてください

    Enséñame por favor

ざいりょう 材料 Ingredientes

ばしょ 場所 Lugar

バスケットボール Básquetbol

ゆかた 浴衣 Yukata

 (prenda japonesa para el verano)

どこか Algún lado

れんしゅう・します 練習・します Practicar

[れんしゅう・する]3 [練習・する]3

みんなで Todos juntos

Lección 13



          Vocabulario

うどん Udon (fideos japoneses)

そば Soba (fideos japoneses)

カイロ Parche para calentar el cuerpo

こたつ Mesa con calefacción

じ 字 Letra

しょっけん 食券 Boleto de comida

（お）つり （お）釣り Cambio

でんき 電気 Electricidad

ドア Puerta

とうがらし 唐辛子 Chile de árbol

ふうりん 風鈴 Campanilla de viento

ふとん 布団 Colchón japonés

ポケット Bolsillo

ボタン Botón

（お）ゆ （お）湯 Agua caliente

ゆたんぽ 湯たんぽ Bolsa de agua caliente

レバー Palanca

あきます[あく]1 開きます[開く]1 Abrirse

さわります[さわる]1 触ります[触る]1 Tocar

つきます[つく]1 Prenderse

まわします[まわす]1 回します[回す]1 Girar

でます[でる]2 出ます[出る]2 Salirse

おつりがでます。 お釣りがでます。 Sale el cambio

あれ？ ¡Ah!

いただきます Buen provecho

おなかがいっぱいです Estar satisfecho / Estar lleno

ごちそうさまでした Gracías por la comida

    ¡Ví por primera vez! / ¡Escuché por primera vez!

Lección 14

１：初めて見た！初めて聞いた！



          Vocabulario

いか 以下 Igual o menor a… / Menos de...

げんかん 玄関 Vestíbulo estilo japonés

シートベルト Cinturón (de seguridad)

せいふく 制服 Uniforme

バイク Motocicleta

ヘルメット Casco

パスポート Pasaporte

みぶんしょう 身分証 Identificación

りょうきん 料金 Tarifa

にゅうじょうりょう 入場料 Tarifa de entrada

ならびます[ならぶ]1 並びます[並ぶ]1 Formarse (en fila)

とめます[とめる]2 止めます[止める]2 Estacionarse

わけます[わける]2 分けます[分ける]2 Separar / Dividir

きちんと Correctamente / Con precisión

そうなんですか ¿De veras? / ¿En serio?

ほら ¡Ey! / ¡Mira! 

    Regla / Modales

Lección 14

２：ルール・マナー



          Vocabulario

いなか 田舎 Pueblito / Zona rural

とかい 都会 Ciudad urbana

くうき 空気 Aire

こうつう 交通 Tráfico (circulación de vehículos)

じきゅう 時給 Honorario / Salario por hora

じゆう 自由 Libertad

デザイン Diseño

ばんぐみ 番組 Programa de televisión

ファストフード Comida rápida

ファッション Moda

フリープラン Plan libre

おもいます[おもう]1 思います[思う]1 Creer / Pensar

けしょう・します 化粧・します Maquillarse

[けしょう・する]3 [化粧・する]3

けいけん・します 経験・します Experimentar

[けいけん・する]3 [経験・する]3

うるさい Ruidoso

おしゃれ（な） Elegante / Moderno

ふくざつ（な） 複雑（な） Complicado

べんり（な） 便利（な） Útil / Conveniente / Práctico

ふべん（な） 不便（な） Inconveniente / Ineficiente

いつでも Cuando sea / En cualquier momento

うーん Mmm..

～について Sobre... / Acerca de…

わたしもそうおもいます 私もそう思います Yo también lo creo / 

Yo también pienso eso.

    Mi opinión

Lección 14

３：私の意見



          Vocabulario

ガラス Vidrio

くもり 曇り Nublado

たいふう 台風 Tifón

じしん 地震 Terremoto

じこ 事故 Accidente

～たいかい ～大会 Festival de... / Evento de…

（れい：はなびたいかい） （例：花火大会） (ej: festival de fuegos artificiales)

チーム Equipo

ちゅうし 中止 Suspensión / Cancelación

フリーマーケット Tianguis

ほんとう 本当 Verdad / Real

むかし 昔 Hace tiempo / Antiguamente 

むりょう 無料 Gratis

ゆうがた 夕方 Atardecer

しにます[しぬ]1 死にます[死ぬ]1 Morirse

なくなります 亡くなります Fallecer 

[なくなる]1 [亡くなる]1

とまります[とまる]1 止まります[止まる]1 Detenerse

はじまります[はじまる]1 始まります[始まる]1 Comenzar (algo comienza)

ふります[ふる]1 降ります[降る]1 Llover / Nevar / Granizar

かちます[かつ]1 勝ちます[勝つ]1 Ganar

まけます[まける]2 負けます[負ける]2 Perder

たおれます[たおれる]2 倒れます[倒れる]2 Caerse

できます[できる]2 Construirse (terminarse de construir)

あたらしいみせができます。 新しい店ができます。 Construirse una nueva tienda.

われます[われる]2 割れます[割れる]2 Romperse (vidrio, porcelanta, etc.)

    ¿Conoces esto?

Lección 15

１：これ、知ってる？



          Vocabulario

けっこん・します 結婚・します Casarse

[けっこん・する]3 [結婚・する]3

にゅういん・します 入院・します Hospitalizarse

[にゅういん・する]3 [入院・する]3

こわい 怖い Tener miedo

しんぱい（な） 心配（な） Preocupado

かぜ 風 Viento

ストラップ Colgante para el celular / Strap

せき 席 Asiento

いそぎます[いそぐ]1 急ぎます[急ぐ]1 Apresurarse

こみます[こむ]1 混みます[混む]1 Llenarse

まにあいます 間に合います Llegar a tiempo

[まにあう]1 [間に合う]1

やみます[やむ]1 Detenerse / Cesar

はれます[はれる]2 晴れます[晴れる]2 Despejarse

～パーセント …porciento

～びき ～引き …de descuento

（れい：10パーセントびき）（例：10パーセント引き） (ej: 10 porciento de descuento)

つよい 強い Fuerte

きっと Seguramente / Sin duda

たぶん Tal vez / Quizá

もし Si… / En caso de… / Suponiendo que…

    Ví la revista y a la ciudad

Lección 15

２：雑誌を見て町へ



          Vocabulario

あつまります[あつまる]1 集まります[集まる]1 Juntarse / Reunirse

しまります[しまる]1 閉まります[閉まる]1 Cerrarse

すきます[すく]1 Vaciarse

おちます[おちる]1 落ちます[落ちる]1 Caerse

きえます[きえる]2 消えます[消える]2 Apagarse / Desvanecerse

こわれます[こわれる]2 壊れます[壊れる]2 Descomponerse / Romperse

よごれます[よごれる]2 汚れます[汚れる]2 Ensuciarse

    Caminando por la ciudad

Lección 15

３：町を歩いて


