
LIÇÃO 1:
私 わたし Eu
私たち わたしたち Nós
あなた あなた Você
あの人 あのひと Aquela pessoa

あの方 あのかた
Aquela pessoa (forma
polida)

皆さん みなさん
Todos, Senhoras e
senhores

先生 せんせい Professor, Mestre
教師 きょうし Professor, Mestre
学生 がくせい Estudante

会社員 かいしゃいん
Funcionário de uma
empresa

社員 しゃいん Funcionário
銀行員 ぎんこういん Bancário
医者 いしゃ Médico, Doutor
研究者 けんきゅうしゃ Pesquisador
大学 だいがく Universidade
病院 びょういん Hospital
電気 でんき Eletricidade
だれ だれ Quem
どなた どなた Forma polida de だれ
何歳 なんさい Quantos anos
失礼ですが しつれいですが Desculpe-me mas...

お名前は？ おなまえは？
Poderia me dizer seu
nome?

初めまして。 はじめまして。

Tudo bem? (usado na
primeira vez que se
encontra a pessoa),
Prazer em conhecê-lo

どうぞよろしく。 どうぞよろしく。 Prazer em conhecê-lo
こちらは～さんです。 こちらは～さんです。 Este é o Sr./Sra.~
韓国 かんこく Coréia do Sul
中国 ちゅうごく China

LIÇÃO 2:
本 ほん Livro, Origem
辞書 じしょ Dicionário
雑誌 ざっし Revista
新聞 しんぶん Jornal
手帳 てちょう Bloco de notas
名刺 めいし Cartão comercial
鉛筆 えんぴつ Lápis
鍵 かぎ Chave
時計 とけい Relógio
傘 かさ Guarda-chuva
鞄 かばん Mala, bolsa
自動車 じどうしゃ Carro, Automóvel
机 つくえ Mesa
椅子 いす Cadeira
英語 えいご Língua Inglesa
日本語 にほんご Língua Japonesa
何 なん O que
違います ちがいます Não, Não é, Diferente
そうですか。 そうですか。 É mesmo?



あのう あのう
Bem...(usado para
mostrar hesitação)

ほんの気持ちです。 ほんのきもちです。
It's nothing. It's a
token of my gratitude.

どうぞ。 どうぞ。 Por favor, aqui está...
これからお世話になりま
す。

これからおせわになりま
す。

A partir de agora,
conto com sua ajuda.

こちらこそよろしく。 こちらこそよろしく。 Prazer em conhecê-lo

LIÇÃO 3:
教室 きょうしつ Sala de aula
食堂 しょくどう Refeitório
事務所 じむしょ Escritório
会議室 かいぎしつ Sala de reuniões
受付 うけつけ Recepção
部屋 へや Quarto
階段 かいだん Escada
「お」国 「お」くに [seu] País
会社 かいしゃ Empresa
家 うち Casa
電話 でんわ Telefone
靴 くつ Sapato
タバコ たばこ Cigarro

売り場 うりば
Ponto de venda,
Bilheteria

地下 ちか Subsolo
～階 ～かい ~andar
～円 ～えん ~iene
いくら いくら Quanto custa
百 ひゃく Cem
千 せん Mil
万 まん Dez mil

すみません。 すみません
Com
licença/Desculpe-me

～でございます。 ～でございます。
Forma polida de で
す。

駐車場 ちゅうしゃじょう Estacionamento
食料品 しょくりょうひん Comida
化粧品 けしょうひん Cosméticos
婦人服 ふじんふく Roupa Feminina
紳士服 しんしふく Roupa Masculina
家具 かぐ Móveis

食器 しょっき
Louça, Utensílios de
mesa

電気製品 でんきせいひん Artigos Elétricos
子ども服 こどもふく Roupa Infantil
おもちゃ おもちゃ Brinquedo
文房具 ぶんぼうぐ Artigos de papelaria
スポーツ用品 スポーツようひん Artigos esportivos
旅行用品 りょこうようひん Artigos de lazer
眼鏡 めがね Óculos
催し物会場 もよおしものかいじょう Salão de eventos
屋上 おくじょう Telhado
遊園地 ゆうえんち Parque de diversões

LIÇÃO 4:
起きます おきます Levantar, Acordar



寝ます ねます Dormir, Ir para cama
働きます はたらきます Trabalhar
休みます やすみます Descansar, tirar folga
勉強します べんきょうします Estudar
終わります おわります Terminar
銀行 ぎんこう Banco
郵便局 ゆうびんきょく Correio
図書館 としょかん Livraria, Biblioteca
美術館 びじゅつかん Museu de Arte
今 いま Agora
～時 ～じ ~horas
～分 ～ふん ~minutos
半 はん Metade
何時 なんじ Que horas?
何分 なんぷん Quantos minutos?

午前 ごぜん

Manhã, Madrugada,
A.M.(para falar as
horas)

午後 ごご
Tarde, Noite, P.M.
(para falar as horas)

朝 あさ Manhã
昼 ひる Tarde
夜 よる Noite
晩 ばん Noite
一昨日 おととい Anteontem
昨日 きのう Ontem
今日 きょう Hoje
明日 あした Amanhã
明後日 あさって Depois de amanhã
今朝 けさ Esta manhã
今晩 こんばん Esta noite

休み やすみ
Descanso, Folga,
Feriado

昼休み ひるやすみ Pausa para almoço
毎朝 まいあさ Toda manhã
毎晩 まいばん Toda noite
毎日 まいにち Todo dia
月曜日 げつようび Segunda-feira
火曜日 かようび Terça-feira
水曜日 すいようび Quarta-feira
木曜日 もくようび Quinta-feira
金曜日 きんようび Sexta-feira
土曜日 どようび Sábado
日曜日 にちようび Domingo
番号 ばんごう Número
何番 なんばん Qual o número
～から ～から De~
～まで ～まで ~Até
～と～ ～と～ E
そちら そちら Aí, lá, ali
大変ですね。 たいへんですね。 É difícil, não é?
ええと ええと Bem, deixe-me ver
お願いします。 おねがいします。 Por favor
畏まりました。 かしこまりました。 Certamente

お問い合わせの番号 おといあわせのばんごう
O número que foi
perguntado sobre

警察署 けいさつしょ Polícia
消防署 しょうぼうしょ Fogo, Ambulância



電話番号案内 でんわばんごうあんない
Assistência
Telefônica

LIÇÃO 5:
行きます いきます Ir
来ます きます Vir
帰ります かえります Ir para casa, voltar
学校 がっこう Escola
駅 えき Estação
飛行機 ひこうき Avião
船 ふね Navio, barco
電車 でんしゃ Trem elétrico
地下鉄 ちかてつ Metrô

新幹線 しんかんせん
Shinkansen, trem-
bala

自転車 じてんしゃ Bicicleta
歩いて あるいて A pé
人 ひと Pessoa(s)
友達 ともだち Amigo

彼 かれ
Ele, namorado,
amante

彼女 かのじょ
Ela, namorada,
amante

家族 かぞく Família
一人で ひとりで Sozinho, Só
先週 せんしゅう Semana passada
今週 こんしゅう Esta semana
来週 らいしゅう Próxima semana
先月 せんげつ Mês passado
今月 こんげつ Este mês
来月 らいげつ Próximo mês
去年 きょねん Ano passado
今年 ことし、こんねん Este ano
来年 らいねん Próximo ano
～月 ～がつ ~ mês do ano
何月 なんがつ Que mês
一日 ついたち Primeiro dia do mês

二日 ふつか
Segundo, segundo
dia do mês

三日 みっか
Terceiro, terceiro dia
do mês

四日 よっか
Quarto, quarto dia do
mês

五日 いつか
Quinto, quinto dia do
mês

六日 むいか
Sexto, sexto dia do
mês

七日 なのか
Sétimo, sétimo dia do
mês

八日 ようか
Oitavo, oitavo dia do
mês

九日 ここのか
Nono, nono dia do
mês

十日 とおか
Décimo, décimo dia
do mês

十四日 じゅうよっか

Décimo quarto,
décimo quarto dia do
mês

二十日 はつか
Vigésimo, vigésimo
dia do mês



二十四日 にじゅよっか

Vigésimo quarto,
vigésimo quarto dia
do mês

何日 なんにち Que dia do mês
いつか いつか Quando
誕生日 たんじょうび Aniversário
普通 ふつう Normal(trem)
急行 きゅうこう Rápido
特急 とっきゅう Expresso
次の つぎの Próximo
どういたしまして。 どういたしまして。 De nada
～番線 ～ばんせん ~plataforma (número)
祝祭日 しゅくさいじつ Feriados Nacionais
元日 がんじつ Dia de Ano Novo
成人の日 せいじんのひ Dia da Maioridade

建国記念の日 けんこくきねんのひ
Dia da Fundação
Nacional

春分の日 しゅんぶんのひ
Dia do Equinócio
Primaveril

昭和の日 しょうわのひ Dia de Showa

憲法記念日 けんぽうきねんび
Dia Memorial da
Constituição

緑の日 みどりのひ Dia dos vegetais
子供の日 こどものひ Dia das Crianças
海の日 うみのひ Dia da Marinha
敬老の日 けいろうのひ Dia do Idoso

秋分の日 しゅうぶんのひ
Dia do Equinócio
Outonal

体育の日 たいいくのひ
Dia de Saúde e
Esportes

文化の日 ぶんかのひ Dia da Cultura
勤労感謝の日 きんろうかんしゃのひ Dia do Trabalhador

天皇誕生日 てんのうたんじょうび
Aniversário do
Imperador

LIÇÃO 6:
食べます たべます Comer
飲みます のみます Beber
吸います すいます Fumar

見ます みます
Ver, olhar para,
assistir

聞きます ききます Ouvir, Escutar
読みます よみます Ler
書きます かきます Escrever
買います かいます Comprar
撮ります とります Tirar (uma foto)
会います あいます Encontrar (alguém)
ごはん ごはん Refeição
朝ごはん あさごはん Café da manhã
昼ごはん ひるごはん Almoço
晩ごはん ばんごはん Jantar
卵 たまご Ovo
肉 にく Carne
魚 さかな Peixe
野菜 やさい Vegetais
果物 くだもの Fruta
水 みず Água
お茶 おちゃ Chá verde
紅茶 こうちゃ Chá preto



牛乳 ぎゅうにゅう Leite

「お」酒 「お」さけ
Vinho de arroz
japonês

映画 えいが Filme
手紙 てがみ Carta
写真 しゃしん Fotografia
店 みせ Loja
庭 にわ Jardim
宿題 しゅくだい Tarefa de casa

「お」花見 「お」はなみ
Ver as flores de
cerejeira

一緒に いっしょに Junto
ちょっと ちょっと Um pouco
いつも いつも Sempre
時々 ときどき Às vezes
それから それから Depois disso, E então
きゅうり きゅうり Pepino
茄子 なす Berinjela
豆 まめ Feijão

ねぎ ねぎ
Cebola galesa,
cebolinha

白菜 はくさい Couve chinesa
ほうれん草 ほうれんそう Espinafre
じゃが芋 じゃがいも Batata
大根 だいこん Rabanete Japonês
玉ねぎ たまねぎ Cebola
人参 にんじん Cenoura
苺 いちご Morango
桃 もも Pêssego
西瓜 すいか Melancia
葡萄 ぶどう Uva
梨 なし Pêra japonesa
柿 かき Caqui
みかん みかん Laranja Mandarin
りんご りんご Maçã
米 こめ Arroz

LIÇÃO 7:
切ります きります Cortar, fatiar
送ります おくります Mandar, Enviar
あげます あげます Dar
もらいます もらいます Receber
貸します かします Emprestar
借ります かります Pegar emprestado
教えます おしえます Ensinar
習います ならいます Aprender
かけます かけます Fazer uma ligação
手 て Mão

はし はし
Pauzinhos(usados
para comer)

はさみ はさみ Tesoura
紙 かみ Papel
花 はな Flor
荷物 にもつ Bagagem, pacote
お金 おかね Dinheiro
切符 きっぷ Bilhete
父 ちち (meu) Pai



母 はは (minha) Mãe
お父さん おとうさん Pai (de alguém)
お母さん おかあさん Mãe (de alguém)
もう もう Já
まだ まだ Ainda não
これから これから De agora em diante

ごめんください。 ごめんください。
Com licença, alguém
em casa?

いらっしゃい。 いらっしゃい。 Bem vindo
失礼します。 しつれいします。 Com licença

いかがですか。 いかがですか。
Você gostaria de
[alguma coisa]?

いただきます。 いただきます。

Agradecimento feito
antes de beber ou
comer

旅行 りょこう Viagem, excursão
お土産 おみやげ Lembrança, presente

LIÇÃO 8:
きれい「な」 きれい「な」 Bonito, limpo
静か「な」 しずか「な」 Quieto
にぎやか「な」 にぎやか「な」 Lively
有名「な」 ゆうめい「な」 Famoso
親切「な」 しんせつ「な」 Gentil
元気「な」 げんき「な」 Saudável, alegre
暇「な」 ひま「な」 Tempo livre
便利「な」 べんり「な」 Conveniente

すてき「な」 すてき「な」
Bom, legal,
maravilhoso

大きい おおきい Grande, enorme
小さい ちいさい Pequeno
新しい あたらしい Novo
古い ふるい Velho
良い（良い） いい（よい） Bom
悪い わるい Ruim, Mal
暑い あつい Quente
寒い さむい Frio (temperatura)

冷たい つめたい
Frio (ao toque),
gelado

難しい むずかしい Difícil
易しい やさしい Fácil
高い たかい Caro, Alto
安い やすい Barato
低い ひくい Baixo
面白い おもしろい Interessante
美味しい おいしい Delicioso, gostoso
忙しい いそがしい Ocupado
楽しい たのしい Agradável, divertido
白い しろい Branco
黒い くろい Preto
赤い あかい Vermelho
青い あおい Azul
桜 さくら Flor de Cerejeira
山 やま Montanha
町 まち Cidade
食べ物 たべもの Comida
車 くるま Carro, veículo
所 ところ Lugar



寮 りょう Dormitório
勉強 べんきょう Estudos
生活 せいかつ Vida
「お」仕事 「お」しごと Trabalho, Negócios
どう どう Como
どんな～ どんな～ Que tipo de~
緑 みどり Verde
紫 むらさき Violeta
黄色い きいろい Amarelo
茶色い ちゃいろい Marrom
味 あじ Gosto
甘い あまい Doce (gosto)
辛い からい Picante (gosto)
苦い にがい Amargo (gosto)
塩辛い しおからい Salgado (gosto)
酸っぱい すっぱい Azedo (gosto)

濃い こい
Grosso, Forte (no
gosto)

薄い うすい Fino, fraco (no gosto)

LIÇÃO 9:
分かります わかります Entender
好き「な」 すき「な」 Gostar
嫌い「な」 きらい「な」 Desgostar
上手「な」 じょうず「な」 Bom em
下手「な」 へた「な」 Mal em

料理 りょうり
Refeição(comida
cozida), Culinária

飲み物 のみもの Bebidas
野球 やきゅう Beisebol
音楽 おんがく Música
歌 うた Canção
絵 え Desenho, pintura
字 じ Letra, caractere
漢字 かんじ Caractere chinês

細かいお金 こまかいおかね
Troco, moedas,
trocado

時間 じかん Tempo

用事 ようじ
Trabalho, serviço,
coisa para fazer

約束 やくそく
Compromisso,
promessa

ご主人 ごしゅじん Marido(de outra)
夫/主人 おっと/しゅじん (meu) Marido
奥さん おくさん Esposa (de outro)
妻/家内 つま/かない (minha) Esposa
子ども こども Criança
よく よく Bem, muito

だいたい だいたい
Aproximadamente,
Em geral

たくさん たくさん Muito
少し すこし Pouco

全然 ぜんぜん

De jeito nenhum
(usado com
negativos)

早く はやく
Cedo, rapidamente,
rápido

どうして どうして Por que



残念です「ね」 ざんねんです「ね」
Eu sinto muito/ É uma
pena

民謡 みんよう Música folclórica

演歌 えんか
Música popular
tradicional japonesa

喜劇 きげき Comédia (filme)
卓球 たっきゅう Ping Pong
相撲 すもう Sumo
柔道 じゅうどう Judo

剣道 けんどう
Kendo, Esgrima
japonesa

水泳 すいえい Natação

LIÇÃO 10:
いろいろ「な」 いろいろ「な」 Vários
男の人 おとこのひと Homem
女の人 おんなのひと Mulher
男の子 おとこのこ Garoto
女の子 おんなのこ Garota
犬 いぬ Cachorro
猫 ねこ Gato
木 き Árvore
物 もの Coisa
電池 でんち Bateria
箱 ほこ Caixa
冷蔵庫 れいぞうこ Geladeira
棚 たな Prateleira
窓 まど Janela
公園 こうえん Parque
喫茶店 きっさてん Cafeteria
本屋 ほんや Livraria

乗り場 のりば
Parada de táxi e
ônibus

県 けん Prefeitura

上 うえ
Sobre, Acima, Por
cima

下 した Por baixo, Abaixo
前 まえ Frente, Antes
うしろ うしろ Costas, Atrás
右 みぎ Direita
左 ひだり Esquerda
中 なか Em, dentro
外 そと Fora
隣 となり Próximo, Vizinho
近く ちかく Perto
間 あいだ Entre, meio
玄関 げんかん Hall de entrada

風呂場 ふろば
Banheiro (com
banheira)

洗面所 せんめんじょ Banheiro, Lavatório
台所 だいどころ Cozinha
食堂 しょくどう Sala de Jantar
居間 いま Sala de Estar
寝室 しんしつ Dormitório
廊下 ろうか Corredor

LIÇÃO 11:



います います
Ter (um filho), ficar,
ser

かかります かかります
Tomar/levar (tempo
ou dinheiro)

休みます やすみます Tirar folga

一つ ひとつ
Um (contador
universal de um)

二つ ふたつ Dois~
三つ みっつ Três~
四つ よっつ Quatro~
五つ いつつ Cinco~
六つ むっつ Seis~
七つ ななつ Sete~
八つ やっつ Oito~
九つ ここのつ Nove~
十 とお Dez~
いくつ いくつ Quantos
一人 ひとり Uma pessoa
二人 ふたり Duas pessoas
〜人 〜にん ~pessoas

〜台 〜だい
Contador de
máquinas, carros...

〜枚 〜まい
Contador de papeis,
selos...

〜回 〜かい
Contador de período,
número de vezes...

りんご りんご Maçã
みかん みかん Laranja (bergamota)
切手 きって Selo postal
はがき はがき Cartão postal
封筒 ふうとう Envelope
速達 そくたつ Entrega especial
書留 かきとめ Carta registrada
航空便 こうくうびん Entrega via ar
船便 ふなびん Entrega via mar
両親 りょうしん Pais
兄弟 きょうだい Irmãos e irmãs

兄 あに
(Meu) irmão mais
velho

お兄さん おにいさん
Irmão mais velho (de
alguém)

姉 あね
(Minha) irmã mais
velha

お姉さん おねえさん
Irmã mais velha (de
alguém)

弟 おとうと
(Meu) irmão mais
novo

弟さん おとうとさん
Irmão mais novo (de
alguém)

妹 いもうと
(Minha) irmã mais
nova

妹さん いもうとさん
Irmã mais nova (de
alguém)

外国 がいこく País estrangeiro
〜時間 〜じかん ~horas
〜週間 〜しゅうかん ~semanas
〜か月 〜かげつ ~meses
〜年 〜ねん ~anos
～ぐらい 〜ぐらい aproximadamente~



どのくらい どのくらい

Por quanto tempo?
Quanto? Quão
longe?

全部で ぜんぶで No geral, no total
みんな みんな Todos, tudo
～だけ ～だけ Somente~

天どん てんどん
Tigela de arroz com
peixe e vegetais fritos

親子どん おやこどん
Tigela de arroz com
frango e ovos

牛どん ぎゅうどん
Tigela de arroz com
carne vermelha

焼肉 やきにく Carne grelhada
野菜いため やさいいため Vegetais refogados

漬物 つけもの
Vegetais em
conserva

みそ汁 みそしる Sopa de misô
おにぎり おにぎり Bolinho de arroz
うどん うどん Macarrão japonês

LIÇÃO 12:
簡単「な」 かんたん「な」 Fácil, simples
近い ちかい Perto
遠い とおい Longe
速い はやい Rápido, cedo
遅い おそい Devagar, tarde

多い おおい
Muito, muitas
pessoas

少ない すくない
Pouco, poucas
pessoas

暖かい あたたかい Morno
涼しい すずしい Friozinho
甘い あまい Doce
辛い からい Picante (gosto)
重い おもい Pesado
軽い かるい Leve (peso)
いい いい Bom, agradável
季節 きせつ Estação (do ano)
春 はる Primavera
夏 なつ Verão
秋 あき Outono
冬 ふゆ Inverno

天気 てんき
Tempo
(meteorológico)

雨 あめ Chuva
雪 ゆき Neve
曇り くもり Nuvem
空港 くうこう Aeroporto
海 うみ Mar, oceano
世界 せかい Mundo
「お」祭り 「お」まつり Festival
試験 しけん Teste, prova
生け花 いけばな Arranjo floral

紅葉 もみじ／こうよう
Flores vermelhas do
outono; árvore bordo

どちら どちら
Qual (entre duas
coisas)?

どちらも どちらも Ambos



ずっと ずっと
Por muito, em grande
parte, completamente

ただいま ただいま Cheguei (em casa)
お帰りなさい おかえりなさい Bem-vindo de volta
でも でも Mas
疲れました つかれました Estou cansado.

LIÇÃO 13:
遊びます あそびます Divertir-se, brincar
泳ぎます およぎます Nadar
迎えます むかえます Receber (alguém)
疲れます つかれます Cansar-se
出します だします Enviar (carta, etc)
入ります はいります Entrar
出ます でます Sair
結婚します けっこんします Casar-se
買い物します かいものします Fazer compras
食事します しょくじします Fazer uma refeição
散歩します さんぽします Passear
大変「な」 たいへん「な」 Grave, ruim, difícil
欲しい ほしい Desejar
寂しい さびしい Solitário
広い ひろい Grande, espaçoso
狭い せまい Pequeno, estreito
市役所 しやくしょ Prefeitura
経済 けいざい Economia
美術 びじゅつ Belas artes
釣り つり Percaria
会議 かいぎ Reunião
登録 とうろく Registro
週末 しゅうまつ Fim de semana
何か なにか Alguma coisa
どこか どこか Algum lugar
おなかがすきました。 おなかがすきました。 Estou com fome.
おなかがいっばいです。 おなかがいっばいです。 Estou cheio.
のどがかわきました。 のどがかわきました。 Estou com sede.
定食 ていしょく Prato do dia (menu)
別々に べつべつに Separadamente
博物館 はくぶつかん Museu
美術館 びじゅつかん Museu de arte
図書館 としょかん Biblioteca
映画館 えいがかん Cinema
動物園 どうぶつえん Zoológico
植物園 しょくぶつえん Jardim botânico
遊園地 ゆうえんち Parque de diversões
教会 きょうかい Igreja cristã
体育館 たいいくかん Ginásio
公園 こうえん Parque
大使館 たいしかん Embaixada

入国管理局 にゅうこくかんりきょく
Escritório de
Imigração

交番 こうばん Posto de polícia
消防署 しょうぼうしょ Posto de bombeiros
駐車場 ちゅうしゃじょう Estacionamento
大学 だいがく Universidade



高校 こうこう Ensino fundamental
中学校 ちゅうがっこう Ensino médio
小学校 しょうがっこう Escola primária
幼稚園 ようちえん Jardim de infância
肉屋 にくや Açougue
魚屋 さかなや Peixaria
酒屋 さかや Loja de bebidas
八百屋 やおや Verduraria
喫茶店 きっさてん Lanchonete

LIÇÃO 14:
つけます つけます Ligar
消します けします Desligar
開けます あけます Abrir
閉めます しめます Fechar
急ぎます いそぎます Apressar-se
待ちます まちます Esperar
止めます とめます Parar, estacionar

曲がります まがります
Virar para uma
direção

持ちます もちます Segurar
取ります とります Pegar

手伝います てつだいます
Ajudar (em alguma
coisa)

呼びます よびます Chamar
話します はなします Falar, conversar
見せます みせます Mostrar
教えます おしえます Contar, ensinar
始めます はじめます Começar
降ります ふります Chover, nevar
名前 なまえ Nome
住所 じゅうしょ Endereço
地図 ちず Mapa
塩 しお Sal
砂糖 さとう Açúcar
読み方 よみかた Modo de ler
ゆっくり ゆっくり Devagar, com calma
すぐ すぐ Imediatamente
また また De novo
あとで あとで Depois
もう少し もうすこし Mais um pouco
まっすぐ まっすぐ Direto, reto
お釣り おつり Troco
切符売り場 きっぷうりば Bilheteria
自動券売機 じどうけんばいき Máquina de bilhetes

精算機 せいさんき
Máquina para troca
de bilhetes

改札口 かいさつぐち Roleta, catraca
出口 でぐち Saída
入口 いりぐち Entrada
東口 ひがしぐち Saída leste
西口 にしぐち Saída oeste
南口 みなみぐち Saída sul
北口 きたぐち Saída norte
中央口 ちゅうおうぐち Saída central
売店 ばいてん Quiosque
片道 かたみち Ida



往復 おうふく Ida e volta

Lesson 15
立ちます たちます Ficar de pé
座ります すわります Sentar
使います つかいます Usar
置きます おきます Colocar
作ります つくります Fazer, produzir
売ります うります Vender
知ります しります Conhecer
住みます すみます Morar
研究します けんきゅうします Pesquisar
知っています しっています Saber
住んでいます すんでいます Morar

資料 しりょう
Materiais,
documentos

時刻表 じこくひょう Tabela horária
服 ふく Roupas
製品 せいひん Produtos
専門 せいもん Especialidade
歯医者 はいしゃ Dentista
床屋 とこや Barbearia
独身 どくしん Solteiro
特に とくに Especialmente
思い出します おもいだします Lembrar-se

会社員 かいしゃいん
Funcionário de
empresa

公務員 こうむいん Funcionário público

駅員 えきいん
Funcionário de
estação

銀行員 ぎんこういん Bancário
郵便局員 ゆうびんきょくいん Carteiro
店員 てんにん Vendedor
調理師 ちょうりし Cozinheiro
理容師 りようし Barbeiro
美容師 びようし Esteticista
教師 きょうし Professor
弁護士 べんごし Advogado
研究者 けんきゅうしゃ Pesquisador
医者 いしゃ Médico
看護婦 かんごふ Enfermeira
運転手 うんてんしゅ Motorista
警察官 けんさつかん Policial
外交官 がいこうかん Diplomata
政治家 せいじか Político
画家 がか Pintor
作家 さっか Escritor
音楽家 おんがくか Músico
建築家 けんちくか Arquiteto
歌手 かしゅ Cantor
俳優 はいゆう Ator, atriz

LIÇÃO 16:
乗ります のります Embarcar
降ります おります Desembarcar
乗り換えます のりかえます Trocar (de trens)
浴びます あびます Tomar (banho)
入れます いれます Colocar, inserir



出します だします Tirar, remover

入ります はいります
Entrar (na
universidade)

出ます でます Graduar-se, sair

やめます やめます
Demitir-se,
aposentar-se, parar

押します おします Apertar, pressionar
若い わかい Jovem
長い ながい Longo
短い みじかい Curto
明るい あかるい Claro
暗い くらい Escuro
背が高い せがたかい Alto (pessoa)
頭がいい あたまがいい Inteligente, esperto
体 からだ Corpo
頭 あたま Cabeça
髪 かみ Cabelo
顔 かお Rosto
目 め Olho
耳 みみ Orelha
口 くち Boca
歯 は Dente
おなか おなか Estômago
足 あし Perna
緑 みどり Verde
｢お｣寺 「お」てら Templo budista
神社 じんじゃ Santuário xintoísta
留学生 りゅうがくせい Estudante estrangeiro

まず まず
Primeiro (em primeiro
lugar)

お引き出しですか。 おひきだしですか。
Gostaria de fazer
uma retirada?

次に つぎに
Próximo (passo,
coisa)

お預け入れ おあずけいれ Depósito

お振込み おふりこみ
Pagamento por
tranferência bancária

お振り替え おふりかえ
Transferência
(bancária)

お引き出し おひきだし Retirada

通帳記入 つうちょうきにゅう
Livro de registro
(extrato) bancário

残高照会 ざんだかしょうかい Extrato

暗証番号 あんしょうばんごう

Número de
indentificação
pessoal

LIÇÃO 17:
覚えます おばえます Lembrar
忘れます わすれます Esquecer
なくします なくします Perder, soltar
出します だします Enviar, entregar
払います はらいます Pagar
返します かえします Devolver
出かけます でかけます Sair
脱ぎます ぬぎます Tirar a roupa
持って行きます もっていきます Levar
持って来ます もってきます Trazer
心配します しんぱいします Preocupar-se



残業します ざんぎょうします Fazer hora extra

出張します しゅっちょうします
Fazer uma viagem de
negócios

大切「な」 たいせつ「な」 Importante
大丈夫「な」 だいしょうぶ「な」 Tudo bem
危ない あぶない Perigoso
問題 もんだい Questão, problema
答え こたえ Resposta
禁煙 きんえん Proibido fumar
保険証 ほけんしょう Cartão do seguro
かぜ かぜ Resfriado, gripe
熱 ねつ Febre
病気 びょうき Doença
薬 くすり Remédio
「お」風呂 「お」ふろ Banheira (Ofurô)
上着 うわぎ Casaco, sobretudo
下着 したぎ Roupa de baixo
どうしましたか。 どうしましたか。 O que aconteceu?
頭が痛い あたまがいたい Ter dor de cabeça
おなかが痛い おなかが痛い Ter dor de barriga
歯が痛い はがいたい Ter dor de dente
熱がある ねつがある Ter febre
せきが出る せきがでる Tossir

鼻水が出る はなみずがでる
Estar com o nariz
escorrendo

血が出る ちがでる Estar sangrando
吐き気がする はきけがする Sentir-se enjoado
寒気がする さむけがする Estar com frio
下痢をする げりをする Estar com diarréia
便秘をする べんびをする Estar constipado
怪我をする けがをする Estar machucado
火傷をする やけどをする Queimar-se
食欲がない しょくよくがない Estar sem apetite

肩がこる かたがこる
Estar com os ombros
rígidos

体がだるい からだがだるい Estar cansado
かゆい かゆい Coçando
かぜ かぜ Resfriado
盲腸 もうちょう Apendicite
ぎっくり腰 ぎっくりごし Hérnia de disco

捻挫 ねんざ
Cãimbra, torsão
muscular

骨折 こっせつ Fratura óssea
二日酔い ふつかよい Ressaca
めまいがする めまいがする Sentir-se tonto

LIÇÃO 18:
できます できます Conseguir, poder
洗います あらいます Lavar
弾きます ひきます Tocar
歌います うたいます Cantar
集めます あつめます Colecionar, juntar
捨てます すてます Jogar fora, descartar
換えます かえます Trocar
運転します うんてんします Dirigir
予約します よやくします Fazer reserva

見学します けんがくします
Fazer uma visita
escolar



国際 こくさい Internacional
現金 げんきん Dinheiro
趣味 しゅみ Hobby
日記 にっき Diário
「お」祈り 「お」いのり Oração, prece
課長 かちょう Chefe de seção

部長 ぶちょう
Chefe de
departamento

社長 しゃちょう
Presidente da
empresa

動物 とうぶつ Animal
馬 うま Cavalo
牧場 ぼくじょう Fazenda de gado
ほんとうですか。 ほんとうですか。 Verdade? Mesmo?
ぜひ ぜひ Certamente
飛ぶ とぶ Voar
跳ぶ とぶ Pular
登る のぼる Escalar, subir
走る ほしる Correr
泳ぐ およぐ Nadar
もぐる もぐる Mergulhar

飛び込む とびこむ
Pular para dentro,
mergulhar

逆立ちする さかだちする
Ficar de cabeça para
baixo, parada de mão

はう はう Rastejar, engatinhar
ける ける Chutar
振る ふる Balançar, abanar
投げる なげる Jogar, arremessar
持ち上げる もちあげる Levantar
たたく たたく Bater
引く ひく Puxar
押す おす Empurrar, apertar
曲げる まげる Dobrar
伸ばす のばす Estender
転ぶ ころぶ Cair, tropeçar
振り向く ふりむく Olhar para trás

LIÇÃO 19:
登ります のぼります Escalar, subir

泊まります とまります
Pousar, passar a
noite

掃除します そうじします Arrumar. limpar
洗濯します せんたくします Lavar roupa
練習します れんしゅうします Praticar
なります なります Tornar-se
眠い ねむい Sonolento
強い つよい Forte
弱い よわい Fraco
調子がいい ちょうしがいい Boas condições
調子が悪い ちょうしがわるい Más condições
調子 ちょうし Condições
お茶 おちゃ Cerimônia do chá
一度 いちど Uma vez
一度も いちども Nunca, nenhuma vez

だんだん だんだん
Aos poucos,
gradualmente

もうすぐ もうすぐ Logo



おかげさまで おかげさまで Obrigado
乾杯 かんばい Kanpai! (Brinde)

LIÇÃO 20:
要ります いります precisar, necessitar
調べます しらべます pesquisar, conferir
直します なおします corrigir, reparar
修理します しゅりします consertar
電話します でんわします fazer um telefonema

僕 ぼく
Eu (informal para
meninos)

君 きみ
Você (informal para
homens)

～君 ～くん
Sr. (informal para
homens)

うん うん Sim (informal)
ううん ううん Não (informal)
言葉 ことば palavra
物価 ぶっか custo de vida
着物 きもの Kimono
初め はじめ começo
終わり おわり fim
こっち こっち Aqui (Informal)
そっち そっち Ali (Informal)
あっち あっち Lá (Informal)
どっち どっち Onde (Informal)

この間 このあいだ
Ultimamente, nesse
meio tempo

みんなで みんなで Todos juntos
～けど ～けど Mas (informal)

LIÇÃO 21:
思います おもいます Pensar
言います いいます Dizer, falar
足ります たります Ser suficiente, bastar
勝ちます かちます Vencer
負けます まけます Perder
役に立ちます やくにたちます Ser útil
むだ「な」 むだ「な」 Inútil, fútil
不便「な」 ふべん「な」 Inconveniente
同じ おなじ O mesmo
すごい すごい Ótimo, péssimo
首相 しゅしょう Primeiro ministro
大統領 だいとうりょう Presidente
政治 せいじ Política
試合 しあい Partida
意見 いけん Opinião
「お」話 「お」はなし História, discurso
交通 こうつう Tráfego, trânsito
最近 さいきん Recentemente

だぶん だぶん
Talvez,
provavelmente

きっと きっと Com certeza
ほんとうに ほんとうに De verdade
そんなに そんなに Nem tanto, não tão ~
国 くに País, nação



LIÇÃO 22:
着ます きます Vestir (uma camisa)

はきます はきます
Vestir (uma calça),
calçar (sapatos)

かぶります かぶります Colocar (um chapéu)
かけます かけます Colocar (óculos)
生まれます うまれます Nascer
帽子 ぼうし Chapéu
眼鏡 めがね Óculos
よく よく Frequentemente
おめでとうございます おめでとうございます Parabéns
家賃 やちん Aluguel
和室 わしつ Quarto japonês
押し入れ おしいれ Armário japonês

布団 ふとん
Futon, cama
japonesa

上着 うわぎ Casaco, sobretudo
手袋 てぶくろ Luvas

LIÇÃO 23:
聞きます ききます Perguntar
回します まわします Virar
引きます ひきます Puxar
変えます かえます Mudar
触ります さわります Tocar
出ます でます Sair
動きます うごきます Mover-se, funcionar
歩きます あるきます Caminhar
渡ります わたります Atravessar, cruzar

気をつけます きをつけます
Prestar atenção,
cuidar

引っ越しします ひっこしします Mudar-se (de casa)
電気屋 でんきや Eletricista
音 おと Som, barulho
機械 きかい Máquina
つまみ つまみ Maçaneta, botão
故障 こしょう Enguiço

道 みち
Rua, estrada,
caminho

交差点 こうさてん Cruzamento
信号 しんごう Farol, semáforo
角 かど Esquina
橋 はし Ponte
駐車場 ちゅうしゃじょう Estacionamento
正月 しょうがつ Ano Novo
ごちそうさま ごちそうさま Estava delicioso
建物 たてもの Edifício, prédio

外国人登録証
がいこくじんとうろくしょ
う

Registro de cidadão
estrangeiro

歩道 ほどう Calçada
車道 しゃどう Estrada
高速道路 こうそくどうろ Via expressa
通り とおり Rua

横断歩道 おうだんほどう
Travessia de
pedestres

歩道橋 ほどうきょう Ponte para pedestres
坂 さか Colina



踏切 ふみきり
Cruzamento com
linha de trem

止まれ とまれ Pare
進入禁止 しんにゅうきんし Entrada proibida
一方通行 いっぽうつうこう Mão única
駐車禁止 ちゅうしゃきんし Proibido estacionar

右折禁止 うせつきんし
Proibida conversão à
direita

LIÇÃO 24:
くれます くれます Dar (para mim)
連れて行きます つれていきます Levar (alguém)
連れて来ます つれてきます Buscar (alguém)

送ります おくります
Ir com alguém,
acompanhar

紹介します しょうかいします Apresentar, introduzir
案内します あんないします Informar, guiar
説明します せつめいします Explicar
いれます いれます Passar café
おじいさん／おじいちゃん おじいさん／おじいちゃん Avô/Velhinho
おばあさん／おばあちゃん おばあさん／おばあちゃん Avó/Velhinha
準備 じゅんび Preparação
意味 いみ Significado
菓子 かし Docinho, aperitivo
全部 ぜんぶ Tudo
自分で じぶんで Sozinho
ほかに ほかに Além disso
弁当 べんと Marmita

お年玉 おとしだま
Presente de ano novo
(em dinheiro)

入学祝い にゅうがくいわい

Presente pela
entrada na
universidade

卒業祝い そつぎょういわい
Presente de
formatura

結婚祝い けっこんいわい
Presente de
casamento

出産祝い しゅっさんいわい

Presente pelo
nascimento de um
filho

お中元 おちゅうげん

Presente para
alguém que se
respeita (Bon)

お香典 おこうでん

Presente em dinheiro
em sinal de
condolência

お見舞い おみまい Presente de melhoras

LIÇÃO 25:
考えます かんがえます Pensar, considerar
着きます つきます Chegar
留学します りゅうがくします Estudar no exterior
年を取ります としをとります Envelhecer
田舎 いなか Interior, cidade natal
大使館 たいしかん Embaixada
億 おく Cem milhões
もし「～たら」 もし「～たら」 Se...
いくら「～ても」 いくら「～ても」 Mesmo que...
転勤 てんきん Transferência



赤ちゃん あかちゃん Bebê
生まれます うまれます Nascer
保育園 ほいくえん Creche
幼稚園 ようちえん Pré-escola
学校に入ります がっこうにいります Entrar na escola
大学院 だいがくいん Graduação
学校を出ます がっこうをでます Formar-se na escola

就職します しゅうしょくします
Conseguir um
emprego

子どもが生まれます こどもがうまれます Ter um bebê
離婚します りこんします Divorciar-se

再婚します さいこんします
Casar-se pela
segunda vez

仕事をやめます しごとをやめます Aposentar-se
死にます しにます Morrer

LIÇÃO 26:
見ます みます Olhar
探します、捜します さがします Procurar
遅れます おくれます Atrasar-se
間に合います まにあいます Chegar a tempo
やります やります Fazer
参加します さんかします Participar
申し込みます もしこみます Inscrever-se
都合がいい つごうがいい Conveniente
都合が悪い つごうがわるい Inconveniente
気分がいい きぶんがいい Sentir-se bem
気分が悪い きぶんがわるい Sentir-se mal
新聞社 しんぶんしゃ Empresa jornalística
柔道 じゅうどう Judô
運動会 うんどうかい Gincana esportiva
場所 ばしょ Lugar
～弁 ～べん Dialeto
今度 こんど Próxima vez
ずいぶん ずいぶん Bastante, muito

直接 ちょくせつ
Diretamente,
imediatamente

いつでも いつでも A qualquer hora
どこでも どこでも Em qualquer lugar
だれでも だれでも Qualquer pessoa
何でも なんでも Qualquer coisa

片づきます かたづきます
Organizar, colocar
em ordem

ごみ ごみ Lixo
燃えます もえます Queimar

置き場 おきば
Lugar onde se guarda
alguma coisa

横 よこ Lado
瓶 びん Garrafa
缶 かん Lata
「お」湯 「お」ゆ Água quente

連絡します れんらくします
Entrar em contato,
comunicar

困ったなあ。 こまっなあ。 Que problemão!
宇宙 うちゅう Espaço, universo

怖い こわい
Assustador, ter medo
de

宇宙船 うちゅうせん Nave espacial



別の べつの Outro
宇宙飛行士 うちゅうひこうし Astronauta

紙くず かみくず
Papel de rascunho,
sobra de papel

生ごみ なまごみ Lixo orgânico

LIÇÃO 27:

飼います かいます
Criar um animal, ter
um animal

建てます たてます Construir
走ります はしります Correr

見えます みえます
[uma montanha] pode
ser vista, enxergar

聞こえます きこえます
[um som] pode ser
ouvido

できます できます
construir, completar,
vir a existir

開きます ひらきます
Abrir, começar,
explorar

鳥 とり Pássaro
声 こえ Voz
波 なみ Onda
花火 はなび Fogos de artifício

景色 けしき
Cenário, paisagem,
vista

昼間 ひるま De dia, durante o dia
昔 むかし Antigamente, antigo

道具 どうぐ

Instrumento,
aparelho, utensílio,
ferramenta

自動販売機 じどうはんばいき Máquina de venda

通信販売 つうしんはんばい
Venda por
correspondência

台所 だいどころ Cozinha
ほかの ほかの Outro
はっきり ほっきり Claramente

ほとんど ほとんど

Quase, por um triz,
quase tudo,
praticamente

夢 ゆめ Sonho
いつか いつか Algum dia
家 いえ Casa

すばらしい すばらしい
Esplêndido,
excelente, magnífico

漫画 まんが
História em
quadrinhos

主人公 しゅじんこう Herói, heroína
形 かたち Forma, aparência

不思議「な」 ふしぎ「な」
Mistério,
extraordinário

例えば たとえば Por exemplo
付けます つけます Pregar, colocar
自由に じゆうに Livremente
空 そら Céu
飛びます とびます Voar
自分 じぶん Próprio, si mesmo
将来 しょうらい Futuro
現像 げんぞう Revelação (de fotos)
焼き増し やきまし Cópia (de fotos)
引き伸ばし ひきのばし Ampliar (fotos)



水洗い みずあらい Lavagem (enxaguar)

染みぬき しみぬき
Removedor de
manchas

防水加工 ぼうすいかこう Impermeável
縮む ちぢむ Encolher (roupas)
伸びる のびる Afrouxar (roupas)

宅配便の受付 たくはいびんのうけつけ

Guichê de
atendimento para
entrega a domicílio

写真現像 しゃしんげんぞう Revelação de fotos

公共料金振込み
こうきょうりょうきんふり
こみ

Pagamento de
serviços de utilidade
pública

はがき、切手の販売 はがき、きってのはんばい
Venda de cartões
postais e selos

LIÇÃO 28:
踊ります おどります Dançar
かみます かみます Morder, mastigar
選びます えらびます Escolher

違います ちがいます
Ser diferente,
enganar-se

通います かよいます
Ir e vir (para/da
universidade)

まじめ「な」 まじめ「な」 Sério, honesto
熱心「な」 ねっしん「な」 Entusiasmo
優しい やさしい Gentil, bondoso

偉い えらい
Importante,
destacado

ちょうどいい ちょうどいい
Precisamente,
justamente

習慣 しゅうかん Hábito, costume
経験 けいけん Experiência
力 ちから Poder, força
人気 にんき Popular
形 かたち Forma
色 いろ Cor
味 あじ Sabor
品物 しなもの Artigo, mercadoria
値段 ねだん Preço
給料 きゅうりょう Salário
番組 ばんぐみ Programa

小説 しょうせつ
Novela, romance
(livro)

小説家 しょうせつか Romancista, escritor
歌手 かしゅ Cantor

管理人 かんりにん
Zelador,
administrador

息子 むすこ (meu) Filho
息子さん むすこさん Filho (de outro)
娘 むすめ (minha) Filha
娘さん むすめさん Filha (de outro)
自分 じぶん Si mesmo
将来 しょうらい Futuro
しばらく しばらく Por um instante

たいてい たいてい
Geralmente,
normalmente

それに それに Além disso
それで それで E então
会話 かいわ Conversação



お知らせ おしらせ Aviso, notificação
日にち ひにち Data
体育館 たいいくかん Ginásio
無料 むりょう De graça
中央線 ちゅうおうせん Linha Chuo (trem)
西荻窪駅 にしおぎくぼえき Estação Nishiogikubo
家賃 やちん Aluguel
敷金 しききん Depósito de caução
礼金 れいきん Gratificação

管理費 かんりひ
Taxa de
manuntenção

Lesson 29:
開きます あきます Abrir (uma porta)
閉まります しまります Fechar (uma porta)
つきます つきます Ligar (uma luz)
消えます きえます Apagar (uma luz)

込みます こみます
Lotado, cheio
(estrada)

すきます すきます Vazio (estrada)

壊れます こわれます
Quebrar (uma
cadeira)

割れます われます Quebrar (um copo)
折れます おれます Quebrar (uma árvore)
破れます やぶれます Rasgar (um papel)
汚れます よごれます Sujar (roupas)
付きます つきます Unir (um bolso)
外れます はずれます Desabotoar
止まります とまります Parar (um elevador)
まちがえます まちがえます Enganar-se, errar
落とします おとします Deixar cair
掛かります かかります Prender-se
「お」皿 「お」さら Prato
「お」ちゃわん 「お」ちゃわん Tigela (de arroz)
袋 ふくろ Sacola
財布 さいふ Carteira
枝 えだ Ramo, galho

この辺 このへん
Por aqui, nas
proximidades

～辺 ～へん
Nas proximidades de
~

ころくらい このくらい Aproximadamente
お先にどうぞ。 おさきにどうぞ。 Depois de você
よかった。 よかった。 Ainda bem!
確か たしか Se não me engano
網棚 あみだな Prateleira
地震 じしん Terremoto
壁 かべ Parede
指します さします Indicar, apontar
針 はり Ponteiro (do relógio)
倒れます たおれます Derrubar, tombar
方 ほう Direção
太っている ふっている Gordo
やせている やせている Magro
膨らんでいる ふくらんでいる Saliente
穴が開いている あながあいている Ter um buraco
曲がっている まがっている Curvado, torcido



ゆがんでいる ゆがんでいる
Destorcido,
deformado

へこんでいる へこんでいる Amassado
ねじれている ねじれている Torcido
欠けている かけている Lascado, partido
ひびが入っている ひびがはいっている Rachado
腐っている くさっている Apodrecido, podre
乾いている かわいている Seco
ぬれている ぬれている Molhado
凍っている こおっている Congelado

Lesson 30:
はります はります Estender, pôr, fazer
掛けます かけます Pendurar
飾ります かざります Adornar, enfeitar
並べます ならべます Alinhar, arrumar
植えます うえます Plantar
戻します もどします Devolver
まとめます まとめます Juntar, resumir

片づけます かたづけます
Arrumar, pôr em
ordem

しまいます しまいます Pôr em ordem
決めます きめます Decidir
知らせます しらせます Informar
相談します そうだんします Discutir, consultar
予習します よしゅうします Preparar a aula
復習します ふくしゅうします Revisar a lição
そのままにします そのままにします Deixar como está
お子さん おこさん Filho de outra pessoa
授業 じゅぎょう Aula
講義 こうぎ Aula, conferência
予定 よてい Plano, previsão
お知らせ おしらせ Notificação
案内書 あんないしょ Guia (livro)
ごみ箱 ごみばこ Lixeira
人形 にんぎょう Boneca
花瓶 かびん Vaso
鏡 かがみ Espelho
引き出し ひきだし Gaveta
玄関 げんかん Entrada, vestíbulo
廊下 ろうか Corredor
壁 かべ Parede
池 いけ Lagoa
交番 こうばん Posto de polícia
元の所 もとのところ Lugar original
周り まわり Volta, giro
真ん中 まんなか Centro
隅 すみ Esquina
まだ まだ Ainda
～ほど ～ほど Aproximadamente~
予定表 よていひょう Programação

ご苦労様 ごくろうさま
Obrigado pelo seu
esforço

希望 きぼう
Esperança,
expectativa

丸い まるい Redondo, circular
地球 ちきゅう Terra



うれしい うれしい Feliz
嫌「な」 いや「な」 Desagradável, ruim
目が覚めます めがさめます Acordar
位置 いち Localização

上から二段目 うえからにだんめ
O segundo de cima
para baixo

～の横 ～のよこ No lado
奥 おく Dentro
手前 てまえ Este lado
前から二列目 まえからにれつめ Segunda fila da frente
机の周り つくえのまわり Ao redor

斜め前 ななめまえ
Diagonalmente na
frente

斜め後ろ ななめうしろ Diagonalmente atrás
～のそば ～のそば Perto de ~
二行目 にぎょうめ Segunda linha

Lesson 31:

始まります はじまります
Começar (uma
cerimônia)

続けます つづけます Continuar
見つけます みつけます Achar, descobrir
受けます うけます Fazer (uma prova)

入学します にゅうがくします
Entrar (na
universidade)

卒業します そつぎょうします
Formar-se
(faculdade)

出席します しゅっせきします
Comparecer (a uma
reunião)

休憩します きゅうけいします Fazer um intervalo
連休 れんきゅう Feriados seguidos
作文 さくぶん Ensaio, redação
展覧会 てんらんかい Exposição

結婚式 けっこんしき
Cerimônia de
casamento

「お」葬式 「お」そうしき Funeral
式 しき Cerimônia
本社 ほんしゃ Sede da empresa
支店 してん Filial
温泉 おんせん Águas termais
お客 おきゃく Visitante, cliente
だれか だれか Alguém
ずっと ずっと Ininterruptamente
残ります のこります Sobrar
月に つきに Por mês
普通の ふつうの Comum
嫌「な」 いや「な」 Desagradável
空 そら Céu
閉じます とじます Fechar
自由に じゆうに Livremente
世界中 せかいじゅう No mundo inteiro
美しい うつくしい Bonito, lindo
自然 しぜん Natureza
すばらしさ すばらしさ Esplendor, maravilha
薬学 やくがく Farmacologia
生化学 せいかがく Bioquímica
生物学 せいぶつがく Biologia
農学 のうがく Agronomia



土木工学 どうぼくこうがく Engenharia civil
電子工学 でんしこうがく Eletrônica
電気工学 でんきこうがく Engenharia elétrica
遺伝子工学 いでんしこうがく Engenharia genética
建築学 けんちくがく Arquitetura
環境科学 かんきょうかがく Ciências ambientais

国際関係学 こくさいかんけいがく
Relações
internacionais

法律学 ほうりつがく Direito

経営学 けいえいがく
Administração de
empresas

社会学 しゃかいがく Sociologia
言語学 げんごがく Linguística
心理学 しんりがく Psicologia
哲学 てつがく Filosofia
宗教学 しゅうきょうがく Teologia
芸術 げいじゅつ Artes
美術 びじゅつ Belas-Artes

Lesson 32:
運動します うんどうします Fazer exercício
成功します せいこうします Ter êxito
失敗します しっぱいします Fracassar (num teste)
合格します ごうかくします Aprovar (num teste)
戻ります もどります Voltar, regressar
やみます やみます Parar (chuva)
晴れます はれます Fazer sol, aclarar
曇ります くもります Nublar
吹きます ふきます Soprar, ventar

治ります なおります
Recuperar-se,
melhorar

続きます つづきます Continuar
ひきます ひきます Pegar (um resfriado)
冷やします ひやします Esfriar
心配「な」 しんぱい「な」 Preocupado, ansioso
十分「な」 じゅうぶん「な」 Suficiente
おかしい おかしい Estranho, engraçado
うるさい うるさい Barulhento
やけどをします やけどをします Queimar-se
けがをします けがをします Machucar-se
せきをします せきをします Tossir
太陽 たいよう Sol
星 ほし Estrela
月 つき Lua
風 かぜ Vento

水道 すいどう
Água da torneira,
água encanada

今夜 こんや Esta noite
夕方 ゆうがた Anoitecer
遅く おそく Tarde, devagar
こんなに こんなに Como isto
そんなに そんなに Como aquilo
もしかしたら もしかしたら Possivelmente
それはいけませんね それはいけませんね That's too bad
胃 い Isso é muito ruim
働きすき はたらきすき Trabalhar demais

無理をします むりをします
Trabalhar mais que
sua capacidade



ゆっくりします ゆっくりします Demorar-se
星占い ほしうらない Horóscopo
牡牛座 おうしざ Touro
困ります こまります Estar com problemas
宝くじ たからくじ Loteria
当たります あたります Ganhar (a loteria)
健康 けんこう Saúde
恋愛 れんあい Amor, romance
恋人 こいびと Namorado(a)
「お」金持ち 「お」かねもち (Pessoa) Rica
天気予報 てんきよほう Previsão do tempo

降水確率 こうすいかりつ
Possibilidade de
chuva

最高気温 さいこうきおん Temperatura máxima
最低気温 さいていきおん Temperatura mínima
曇り くもり Nublado
雪 ゆき Neve

晴れのち曇り はれのちくもり
Templo claro, depois
nublado

曇り時々雨 くもりときどきあめ
Nublado com
pancadas de chuva

曇り所によって雨 くもりところによってあめ
Nublado,
parcialmente chuvoso

にわか雨 にわかあめ Aguaceiro, pé-d'água
雷 かみなり Trovão
台風 たいふう Tufão
虹 にじ Arco-íris
湿度 しつど Humidade
蒸し暑い むしあつい Quente e úmido
さわやか「な」 さわやか「な」 Refrescante

Lesson 33:
逃げます にげます Fugir
騒ぎます さわぎます Fazer barulho
あきらめます あきらめます Desistir
投げます なげます Lançar, atirar
守ります まもります Obedecer, guardar
上げます あげます Erguer
下げます さげます Abaixar
伝えます つたえます Comunicar, transmitir
注意します ちゅいします Ser atencioso
外します はずします Evitar, desviar
だめ「な」 だめ「な」 Não permitido
席 せき Assento
洗濯機 せんたくき Máquina de lavar
～機 ～き Máquina
規則 きそく Lei, regulamentação
使用禁止 しようきんし Não usar
立入禁止 たちいりきんし Entrada proibida
入口 いりぐち Entrada
出口 でぐち Saída
非常口 ひじょうぐち Saída de emergência
無料 むりょう Grátis

本日休強 ほんじつきゅうぎょう
Fechado
(estabelecimento)

営業中 えいぎょうちゅう
Aberto
(estabelecimento)

使用中 しようちゅう Em uso



～中 ～ちゅう Durante ~
どういう～ どういう～ Que tipo de ~

駐車違反 ちゅうしゃいはん
Estacionar em local
proibido

そりゃあ そりゃあ Bem
～以内 ～いない Dentro de ~
警察 けいさつ Posto policial
罰金 ばつきん Multa
電報 でんぽう Telegrama
人々 ひとびと Pessoas
急用 きゅうよう Negócio urgente
打ちます うちます Enviar (telegrama)
電報代 でんぽうだい Tarifa do telegrama
できるだけ できるだけ O quanto possível
短く みじかく Curto, brevemente
例えば たとえば Exemplo
重い病気 おもいびょうき Doença grave
明日 あす Amanhã
留守 るす Ausência
留守番 るすばん Guardar a casa
「お」祝い 「お」いわい Celebração
亡くなります なくなります Morrer
悲しみ かなしみ Tristeza
準備中 じゅんびちゅう Em preparação
化粧室 けしょうしつ Banheiro

禁煙席 きんえんせき
Assento para não
fumantes

予約席 よやくせき Assento reservado
火気厳禁 かきげんきん Inflamável
割れ物注意 われものちゅうい Frágil

運転初心者注意
うんてんしょしんしゃちゅ
うい Motorista iniciante

工事中 こうじちゅう Em contrução

塩素系漂白剤不可
えんそけいひょうはくざい
ふか Não usar cloro

手洗い てあらい Lavar à mão
標識 ひょうしき Indicação, sinal

Lesson 34：
磨きます みがきます Escovar (dentes)
組み立てます くみたてます Montar, reunir
折ります おります Dobrar
つけます つけます Colocar
見つかります みつかります Achar, descobrir
します します Colocar (gravata)
細い ほそい Fino
太い ふとい Grosso

盆踊り ぼんおどり
Festival de dança
Bon

家具 かぐ Móveis
説明書 せつめいしょ Manual de instruções
線 せん Linha
矢印 やじるし Flecha
黒 くろ Preto
白 しろ Branco
赤 あか Vermelho
青 あお Azul



紺 こん Azul marinho
黄色 きいろ Amarelo
茶色 ちゃいろ Marrom
しょうゆ しょうゆ Molho shôyu
～か～ ～か～ ~ ou ~
ゆうべ ゆうべ Ontem à noite
さっき さっき Há pouco tempo
茶道 さどう Cerimônia do chá
お茶をたてます おちゃをたてます Fazer chá verde
先に さきに Primeiro
載せます のせます Colocar
苦い にがい Amargo

親子どんぶり おやこどんぶり
Arroz cozido com
galinha e ovos

材料 ざいりょう
Materiais,
ingredientes

鳥肉 とりにく Galinha
たまねぎ たまねぎ Cebola
よんぶんのいち ４ぶんの１ Um quarto
調味料 ちょうみりょう Tempero
なべ なべ Panela
火にかけます ひにかけます Colocar no forno
煮ます にます Cozinhar, ferver
煮えます にえます Ser cozido
どんぶり どんぶり Tigela de cerâmica
焼きます やきます Cozer, assar
揚げます あげます Fritar
いためます いためます Frigir, fritar
ゆでます ゆでます Ferver
蒸します むします Cozinhar no vapor
炊きます たきます Cozinhar arroz
むきます むきます Descascar
刻みます きざみます Picar
かき混ぜます かきまぜます Mexer
台所用品 だいどころようひん Utensílios da cozinha
やかん やかん Chaleira
ふた ふた Tampa
おたま おたま Concha
まな板 まないた Tábua de cortar
包丁 ほうちょう Faca de cozinha
ふきん ふきん Pano de prato

炊飯器 すいはんき
Panela (máquina) de
fazer arroz

しゃもじ しゃもじ
Colher de madeira
para arroz

缶切り かんきり Abridor de lata
ざる ざる Escorredor de bambu
ガス台 ガスだい Fogão a gás
流し「台」 ながし「だい」 Picar

換気扇 かんきせん
Respiradouro,
exaustor

Lesson 35:
咲きます さきます Florescer
変わります かわります Mudar (cor)

困ります こまります
Ter um problema;
estar com problemas



付けます つけます
Adicionar; manter;
vestir; seguir

拾います ひろいます Pegar

かかります かかります
Ter (uma chamada
telefônica)

楽「な」 らく「な」
Confortável,
agradável

正しい ただしい Correto, certo
珍しい めずらしい Raro, incomum

方 かた
Pessoa (forma polida
de ひと)

向こう むこう Lá, ali, outro lado
島 しま Ilha
村 むら Aldeia
港 みなと Porto
近所 きんじょ Vizinhança, arredores
屋上 おくじょう Telhado
海外 かいがい Exterior (fora do país)

山登り やまのぼり
Alpinismo,
montanhismo

機会 きかい
Chance,
oportunidade

許可 きょか Permissão
丸 まる Círculo
操作 そうさ Operação
方法 ほうほう Método, técnica

設備 せつび
Equipamento,
instalações

ひも ひも Corda
ふた ふた Cobertura, tampa
葉 は Folha
曲 きょく Música, peça musical

楽しみ たのしみ
Prazer, diversão,
satisfação

もっと もっと Mais

初めに はじめに
Inicialmente, em
primeiro lugar

それなら それなら Neste caso
夜行バス やこうバス Ônibus noturno
旅行社　 りょこうしゃ Agência de viagens
詳しい くわしい Detalhado
スキー場 スキーじょう Estação de esqui
朱 しゅ Vermelho, escarlate
交わります まじわります Se relacionar com
ことわざ ことわざ Provérbio

仲よくします なかよくします
Manter boas relações
com

必要「な」 ひつよう「な」

Necessário,
Indispensável,
essencial

Lesson 36:

届きます（荷物が） とどきます（にもつが）
Ser entregue (o
pacote)

出ます（試合に） でます（しあいに）
Participar (de um
jogo)

打ちます（ワープロを） うちます（ワープロを）

Digitar (no
processador de
textos)

貯金します ちょきんします Poupar dinheiro



太ります ふとります Engordar

やせます やせます
Emagrecer, perder
peso

過ぎます（７時を） すぎます（ななじを） Passar (das 7 horas)

慣れます（習慣に） なれます（しゅかんに）
Ficar familiarizado
(com os hábitos)

硬い かたい Duro, sólido, firme
軟らかい やわらかい Macio, mole
電子～ でんし～ Eletrônico~

携帯～ けいたい～
Portátil~, telefone
celular (abreviação)

工場 こうじょう Fábrica
健康 けんこう Saúde, saudável

剣道 けんどう
Kendô (estilo japonês
de esgrima)

毎週 まいしゅう Toda semana
毎月 まいつき Todo mês
毎年 まいとし、まいねん Todo ano
やっと やっと Finalmente

かなり かなり
Consideravelmente,
razoavelmente

必ず かならず Sem falta, certamente

絶対に ぜったいに

Absolutamente
(usado com
negativas)

上手に じょうずに Habilidoso, bom

できるだけ できるだけ
Tanto quanto
possível

このごろ このごろ
Recentemente, no
presente

～ずつ ～ずつ
~ (certa quantidade)
por (certa unidade)

そのほうが～ そのほうが～ Isso é mais ~
お客様 おきゃくさま Convidado, cliente
特別 とくべつ Especial

していらっしゃいます していらっしゃいます

Estar fazendo (modo
polido de していま
す）

水泳 すいえい Natação

～とか、～とか ～とか、～とか
etc, entre outras
coisas

気持ち きもち
Sentimento,
sensação, humor

乗り物 のりもの
Veículo, meio de
transporte

～世紀 ～せいき século ~

遠く とおく
Distante, lugar
remoto

汽車 きしゃ
Trem a vapor,
locomotiva

汽船 きせん Barco à vapor

大勢の～ おおぜいの～
Muitas (pessoas),
multidão

運びます はこびます Carregar, transportar
飛びます とびます Voar
安全「な」 あんぜん「な」 Seguro
宇宙 うちゅう Universo, espaço
地球 ちきゅう Terra (planeta)

規則正しい生活をする
きそくただしいせいかつを
する

Levar uma vida
regulada

早寝、早起きをする はやね、はやおきをする
Dormir e acordar
cedo



運動する うんどうする Se exercitar
よく歩く よくあるく Caminhar bastante
好き嫌いがない すききらいがない Comer de tudo
栄養のバランスを考えて食
べる

えいようのバランスをかん
がえてたべる

Ter uma dieta
balanceada

健康診断を受ける けんこうしんだんをうける

Realizar exames
médicos
periodicamente

夜更かしをする よふかしをする
Ficar acordado até
tarde

あまり運動しない あまりうんどうしない Ser sedentário

好き嫌いがある すききらいがある
Comer somente o
que gosta

よくインスウタント食品を
食べる

よくインスウタントしょく
ひんをたべる

Comer comidas
instantâneas com
frequência

外食が多い がいしょくがおおい
Comer fora de casa
com frequência

たばこを吸う たばこをすう Fumar
よくお酒を飲む よくおさけをのむ Beber muito (álcool)
炭水化物 たんすいかぶつ Carboidratos
いも いも Tubérculos, batata
脂肪 しぼう Gordura, óleo
海草 かいそう Algas
たんばく質 たんばくしつ Proteína
豆 まめ Leguminosas

Lesson 37:
褒めます ほめます Louvar, admirar

しかります しかります
Repreender,
incomodar

誘います さそいます Convidar
起こします おこします Acordar (alguém)
招待します しょうたいします Convidar
頼みます たのみます Pedir
注意します ちゅういします Advertir, avisar
とります とります Roubar
踏みます ふみます Pisar

壊します こわします
Quebrar, destruir,
demolir

汚します よごします
Sujar, poluir,
contaminar

行います おこないます
Fazer, realizar,
praticar

輸出します ゆしゅつします Exportar
ゆにゅうします ゆにゅうします Importar
翻訳します ほんやくします Traduzir
発明します はつめいします Inventar, criar
発見します はっけんします Descobrir, detectar
設計します せっけいします Projetar, planejar
米 こめ arroz (cru)
麦 むぎ Cevada, trigo
石油 せきゆ Petróleo
原料 げんりょう Matéria-prima
泥棒 どろぼう Ladrão
警官 けいかん Policial
建築家 けんちくか Arquiteto
科学者 かがくしゃ Cientista
漫画 まんが Mangá



世界中 せかいじゅう Em todo o mundo
～中 ～じゅう Todo ~

～によって ～によって
De acordo com~, por
causa de~

よかったですね。 よかったですね。 Que bom, né?!
埋め立てます うめたてます Recuperar, encher
技術 ぎじゅつ Tecnologia, arte
土地 とち Terra, lote, solo
騒音 そうおん Barulho

豪華「な」 ごうか「な」
Maravilhoso,
deslumbrante

彫刻 ちょうこく Escultura
眠ります ねむります Dormir
彫ります ほります Esculpir
仲間 なかま Colega, amigo
そのあと そのあと Depois daquilo
一生懸命 いっしょうけんめい Com muito esforço
ねずみ ねずみ Rato
殺します ころします Matar
撃ちます うちます Atirar, atacar, destruir
刺します さします Esfaquear, perfurar
かみます かみます Morder
ひきます ひきます Atropelar
はねります はねります Bater (com carro)

衝突します しょうとつします
Colisão (entre dois
carros)

追突します ついとつします
Bater na traseira de
outro carro

盗みます ぬすみます Roubar
誘拐します ゆうかいします Sequestrar
墜落します ついらくします Cair (um avião)
爆発します ばくはつします Explodir
助けります たすけります Salvar, resgatar
沈没します ちんぼつします Afundar, naufragar

Lesson 38:
育てます そだてます Gerar, criar

亡くなります なくなります
Falecer (eufemismo
para しにます)

入院します にゅういんします Hospitalizar, internar

退院します たいいんします
Receber alta (do
hospital)

入れます「電源を～」 いれます「でんげんを」 Ligar [um interruptor]

切ります「電源を～」 きります「でんげんを」
Desligar [um
interruptor]

掛けます「かぎを」 かけます「かぎを」
Fechar, trancar [à
chave]

気持ちがいい きもちがいい
Agradável, sensação
boa

気持ちが悪い きもちがわるいい
Desagradável,
repugnante

大きな～ おおきな～ Grande ~
小さな～ ちいさな～ Pequeno ~
赤ちゃん あかちゃん Bebê
海岸 かいがん Costa, praia
うそ うそ Mentira

書類 しょるい
Documento, papel
oficial



電源 でんげん
interruptor (de
energia)

～製 ～せい Fabricado em ~

「あ、」いけない。 「あ、」いけない

oops! Oh não! (usado
para pedir desculpas
por algo)

お先に「失礼します」
おさきに「しつれいしま
す」

Estou indo na frente
(desculpe-me)

回覧 かいらん Circulação, rodada

研究室 けんきゅうしつ

Laboratório, sala de
estudo, escritório do
professor

きちんと きちんと
Precisamente,
acuradamente

整理します せいりします
Organizar, ajustar,
regular

～という本 ～というほん O livro chamado ~
～冊 ～さつ Contador para livros

はんこ はんこ

Selo (tipo carimbo)
usado para
assinaturas

押します「はんこを～」 おします「はんこを～」
Carimbar (o selo
[hanko])

双子 ふたご Gêmeos
姉妹 しまい Irmãs
五年生 ごねんせい 5º ano, 5ª série

似ています にています
Lembrar, parecer, ser
similar a

性格 せいかく
Caráter,
personalidade

おとなしい おとなしい
Quieto, obediente,
dócil

世話をします せわをします Cuidar, ajudar
時間がたちます じかんがたちます Passar o tempo
大好き「な」 だいすき「な」 Gostar muito, amar
～点 ～てん ~pontos
喧嘩します けんかします Brigar, lutar

不思議「な」 ふしぎ「な」
Misterioso, curioso,
maravilhoso

お正月 おしょうがつ
Ano novo, primeiro
dia do ano

ひな祭り ひなまつり

Dia das meninas (3
de março), Festival
das bonecas

お月見 おつきみ
Dia da apreciação da
lua

Lesson 39:
答えます こたえます Responder
倒れます たおれます Cair, colapsar

焼けます やけます
Incendiar, assar,
tostar, grelhar

通ります とおります
Passar, atravessar
(uma rua)

死にます しにます Morrer
びっくりします びっくりします Ficar surpreso
がっかりします がっかりします Ficar desapontado
安心します あんしんします Ficar aliviado

遅刻します ちこくします
Se atrasar, chegar
atrasado

早退します そうたいします
Sair mais cedo (da
escola)



けんかします けんかします Brigar, disputar
離婚します りこんします Divorciar

複雑「な」 ふくざつ「な」
Complicado,
complexo

邪魔「な」 じゃま「な」
Impedimento,
obstáculo

汚い きたない Sujo
うれしい うれしい Feliz
悲しい かなしい Triste
恥ずかしい はずかしい Envergonhado
地震 じしん Terremoto
台風 たいふう Tufão, furacão
火事 かじ Fogo
事故 じこ Acidente

「お」見合い 「お」みあい

Encontro com
candidato a
casamento arranjado

電話代 でんわだい Conta telefônica
～代 ～だい Tarifa, taxa
～号室 ～ごうしつ Quarto número ~
汗 あせ Suor, transpiração
せっけん せっけん sabão, sabonete

大勢 おおぜい
Grande número de
pessoas

お疲れ様でした おつかれさまでした
Obrigado pelo seu
trabalho duro

伺います うかがいます

Farei uma visita
(forma humilde de い
きます)

途中で とちゅうで
No caminho, na rota,
no meio de

ぶつかります ぶつかります Colidir, bater
並びます ならびます Alinhar, enfileirar
大人 おとな Adulto
洋服 ようふく Roupas ocidentais
西洋化します せいようかします Ocidentalizar
合います あいます Servir, combinar
今では いまでは Agora, atualmente

成人式 せいじんしき
Cerimônia da
maioridade

悲しい かなしい Triste
うらやましい うらやましい Invejoso, ciumento
懐かしい なつかしい Saudoso
うっとりします うっとりします Encantado, fascinado
いらいらします いらいらします Irritado
どきどきします どきどきします Nervoso, ansioso

はらはらします はらはらします

Sentir-se
desconfortável, em
suspense

わくわくします わくわくします
Ficar excitado,
animado

Lesson 40:
数えます かぞえます Contar, numerar
測ります はかります Medir, pesar
確かめます たしかめます Corfimar, checar
出発します しゅっぱつします Partir
到着します とうちゃくします Chegar
酔います よいます Ficar bêbado



危険「な」 きけん「な」 Perigoso

必要「な」 ひつよう「な」

Necessário,
essencial,
indispensável

宇宙 うちゅう Espaço, universo
地球 ちきゅう Terra

忘年会 ぼうねんかい
Festa de
encerramento do ano

新年会 しんねんかい Festa de ano novo

二次会 にじかい
Segunda festa (no
mesmo dia)

大会 たいかい

Convenção, reunião
de um grande
número de pessoas

表 おもて
Face, frente,
superfície

裏 うら Costas, parte de trás
返事 へんじ Resposta
申し込み もうしこみ Inscrição
本当 ほんとう Verdade, realidade
間違い まちがい Erro, engano

傷 きず
Defeito, ferida,
cicatriz

長さ ながさ Comprimento
重さ おもさ Peso
高さ たかさ Altura
大きさ おおきさ Tamanho, escala
～便 ～びん Vôo número ~

～号 ～ごう
Trem número ~, tufão
número ~

～個 ～こ

Contador para
pequenos objetos,
contador para
unidades militares

～本 ～ほん、～ぽん、～ぼん

Contador para
objetos longos e
cilíndricos, filmes e
programas de tv, gols
e home runs

～杯 ～はい、～ぱい、～ばい
Contador para copos
ou xícaras (cheios)

～以上 ～いじょう Mais que ~
～以下 ～いか Menos que~

さあ さあ
Bem... , deixe-me
ver...

どうでしょうか どうでしょうか
Como está...? (forma
polida de どうですか)

成績 せいせき Resultados, notas
とことで ところで A propósitco

様子 ようす

Situação, condição,
aparência,
circunstâncias

事件 じけん
Incidente, caso,
evento

爆弾 ばくだん Bomba

積みます つみます
Empilhar, acumular,
carregar

運転手 うんてんしゅ Motorista

離れた はなれた
Remoto, muito
distante

急に きゅうに

De repente,
abruptamente,
rapidamente



動かします うごかします
Começar, mover,
operar

一生懸命 いっしょうけんめい Com todo o esforço
犯人 はんにん Suspeito, criminoso
手に入れます てにいれます Obter, conseguir
今でも いまでも Mesmo agora, ainda
うわさします うわさします Fofocar

単位 たんい
Unidade, crédito (na
escola)

線 せん Linha

模様 もよう
Padrão, figura,
projeto

面積 めんせき Área
体積 たいせき Capacidade, volume
容積 ようせき Capacidade, volume
計算 けいさん Cálculo, conta

たす たす
Mais (sinal
matemático de adição

ひく ひく

Menos (sinal
matemático de
subtração

かける かける

Vezes (sinal
matemático de
multiplicação

わる わる

Dividido (sinal
matemático de
divisão)

は は
Igual a (sinal
matemático)

直線 ちょくせん Linha reta
曲線 きょくせん Linha curva
点線 てんせん Linha pontilhada
円（丸） えん（まる） Círculo
三角（形） さんかく（けい） Triângulo
四角（形） しかく（けい） Quadrado
縦じま たてじま Listras verticais
横じま よこじま Listras horizontais
水玉 みずたま Estampa de bolinhas
花柄 はながら Padrão de flores
無地 むじ Liso, sem figuras

Lesson 41:

いただきます いただきます

Receber (equivalente
de modéstia para も
らいます）

くださいます くださいます
Dar (forma polida de
くれます）

やります やります

Dar (a alguém mais
jovem ou
subordinado)

呼びます よびます Convidar
取り替えます とりかえます Trocar, substituir
親切にします しんせつにします Ser gentil com
かわいい かわいい Bonitinho, fofo

お祝い おいわい

Celebração,
presente, forma
respeitosa de
parabenizar



お年玉 おとしだま

Dinheiro dado de
presente no ano novo
(principalmente para
crianças)

「お」見舞い 「お」みまい

Expressão de
simpatia, visita ou
presente de
consolação para
alguém enfermo

興味 きょうみ Interesse (em algo)
情報 じょうほう Informação, notícia
文法 ぶんぽう Gramática, sintaxe
発音 はつおん Pronúncia
猿 さる Macaco
えさ えさ Alimento, isca
玩具 おもちゃ Brinquedo
絵本 えほん Livro de ilustrações

絵はがき えはがき
Cartão postal
ilustrado

靴下 くつした Meias
手袋 てぶくろ Luvas
指輪 ゆびわ Anel
祖父 そふ (meu) avô
祖母 そぼ (minha) avó
孫 まご Neto
伯父、叔父 おじ (meu) tio
おじさん おじさん Tio (de outra pessoa)
伯母，叔母 おば (minha) tia
おばさん おばさん Tia (de outra pessoa)
おととし おととし Ano retrasado
はあ はあ Sim

申し訳ありません もうしわけありません
Me desculpe (forma
polida)

預かります あずかります
Manter, receber
(algo) em confiança

先日 せんじつ
No outro dia, alguns
dias atrás

助かります たすかります
Ser ajudado, ser
salvo

昔話 むかしばなし
Histórias antigas,
folclore

ある～ ある～ Um certo ~, um ~

いじめます いじめます
Abusar, tratar mal,
praticar bullying

亀 かめ Tartaruga
助けます たすけます Salvar, ajudar
「お」城 「お」しろ Castelo
お姫様 おひめさま Princesa
楽しく たのしく Feliz, contente
暮らします くらします Viver, morar
陸 りく Terra, costa
すると すると Assim, então
煙 けむり Fumaça

真っ白「な」 まっしろ「な」
Branco puro,
alvíssimo

中身 なかみ Conteúdo, substância

Lesson 42:

包みます つつみます
Embrulhar, esconder,
empacotar



沸かします わかします
Ferver, aquecer,
fermentar

混ぜます まぜます Misturar, agitar
計算します けいさんします Calcular, contar
厚い あつい Grosso
薄い うすい Fino
弁護士 べんごし Advogado
音楽家 おんがくか Músico
子供たち こどもたち Crianças

教育 きょういく
Educação,
trainamento

歴史 れきし História
文化 ぶんか Cultura
社会 しゃかい Sociedade
法律 ほうりつ Lei
戦争 せんそう Guerra
平和 へいわ Paz, harmonia

目的 もくてき
Propósito, objetivo,
intenção

安全 あんぜん Segurança

論文 ろんぶん
Tese, Artigo
acadêmico

関係 かんけい
Relação, conecção,
relacionamento

薬缶 やかん Chaleira, caldeira

栓抜き せんぬき
Abridor de garrafas,
saca-rolhas

缶切 かんきり Abridor de latas
缶詰 かんづめ Comida enlatada

風呂敷 ふろしき
Pano usado para
embrulhar coisas

算盤 そろばん Ábaco
体温計 たいおんけい Termômetro (clínico)
材料 ざいりょう Material, ingrediente
石 いし Pedra
一生懸命 いっしょうけんめい Com todo o esforço
なぜ なぜ Por que
国連 こくれん Nações Unidas
鍋 なべ Panela
丼ぶり どんぶり Pote de cerâmica
食品 しょくひん Alimento

調査 ちょうさ
Investigação,
inquérito

～の代わりに ～のかわりに
No lugar de ~, em vez
de ~

どこででも どこででも Em qualquer lugar
綴じる とじる Grampear

挟みます はさみます
Prender (com um
clips)

留めります とめります
Pregar (com
percevejo)

張ります はります Fixar, colar
糊 のり Cola
鉛筆削り えんぴつけずり Apontador de lápis
消します けします Apagar
切ります きります Cortar
打ちます うちます Pregar um prego
締めます しめます Apertar
緩めます ゆるめます Afrouxar



螺子 ねじ

Chave-de-fenda,
chave (de relógio),
mola

Lesson 43

「輸出が」増えます 「ゆしゅつが」ふえます
Aumentar
(exportação)

「輸出が」減ります 「ゆしゅつが」へります Diminuir (exportação)
「値段が」上がります 「ねだんが」あがります Aumentar (preços)
「値段が」下がります 「ねだんが」さがります Baixar (preços)

「紐が」切れます 「ひもが」きれます
Arrebentar (uma
corda)

取れます とれます Cair (um botão)
「荷物が」落ちます 「にもつが」おちます cair (malas)
「ガソリンが」無くなりま
す

「ガソリンが」なくなりま
す

Acabar (combustível,
gasolina)

丈夫「な」 じょうぶ「な」 Forte, saudável
変「な」 へん「な」 Estranho, peculiar
幸せ「な」 しあわせ「な」 Felicidade
美味い、甘い うまい Apetitoso, delicioso
不味い まずい Desprazeroso, ruim
詰まらない つまらない Chato, tediante
暖房 だんぼう Aquecedor
冷房 れいぼう Ar condicionado

今にも いまにも
Em qualquer
momento

わあ わあ Uau!, Oh!
会員 かいいん Membro

適当「な」 てきとう「な」
Adequado,
apropriado

年齢 ねんれい Idade, anos
収入 しゅうにゅう Renda

ぴったり ぴったり

Exatamente,
nitidamente,
perspicaz

そのうえ そのうえ
Além disso, além do
mais

薔薇 ばら Rosa
優しい やさしい Carinhoso
大人しい おとなしい Obediente, quieto
厳しい きびしい Rigoroso, severo
気が長い きがながい Paciente
気が短い きがみじかい Pavio curto
気が強い きがつよい Obstinado
気が弱い きがよわい Tímido
活発「な」 かっぱつ「な」 Ativo
誠実「な」 せいじつ「な」 Sincero
我が侭 わがまま Egoísta, mimado

真面目「な」 まじめ「な」
Sério, honesto,
trabalhador

不真面目「な」 ふまじめ「な」 Fútil, leviano
頑固「な」 がんこ「な」 Teimoso
素直「な」 すなお「な」 Obediente, amável
意地悪「な」 いじわる「な」 Maldoso, mau

勝ち気「な」 かちき「な」
Competitivo,
obstinado

神経質「な」 しんけいしつ「な」 Nervoso



Lesson 44:
泣きます なきます Chorar
笑います わらいます Rir, sorriso
乾きます かわきます Secar
濡れます ぬれます Molhar
滑ります すべります Escorregar

起きます「事故が～」 おきます「じこが～」
Acontecer (um
acidente)

調節します ちょうせつします Ajustar
安全「な」 あんぜん「な」 Seguro

丁寧「な」 ていねい「な」
Polido, cortês,
atencioso

細かい こまかい Pequeno, detalhado

濃い こい
Forte (sabor), escuro
(cor)

薄い うすい
Fraco (sabor), claro
(cor)

空気 くうき Ar
涙 なみだ Lágrima
和食 わしょく Prato japonês
洋食 ようしょく Prato ocidental
おかず おかず Acompanhamento
量 りょう Quantidade
～倍 ～ばい ~ vezes
半分 はんぶん Metade
たんす たんす Armário
洗濯物 せんたくもの Lavar roupa
理由 りゆう Razão

どうなさいますか。 どうなさいますか。
O que posso fazer
por você?

どういうふうになさいます
か

どういうふうになさいます
か。

De que jeito quer que
faça?

～みたいにしてください。 ～みたいにしてください。
Por favor, faça como
~

これでよろしいでしょう
か。

これでよろしいでしょう
か。 Está bem assim?

お疲れ様でした。 おつかれさまでした。 Deve estar cansado.
嫌がります いやがります Não gosto/
また また E
順序 じゅんじょ Em ordem
表現 ひょうげん Expressão
例えば たとえば Por exemplo
別れます わかれます Separar
これら これら Essas coisas
縁起が悪い えんぎがわるい Má sorte
美容院 びよういん Salão de beleza
理髪店 りはつてん Barbearia

剃る「髭、顔を～」 そる「ひげ、かおを～」
Barbear (bigode,
barba)

耳が見えるくらいに切って
ください

みみがみえるくらいにきっ
てください

Corte na altura das
orelhas, por favor.

肩にかかるくらいにきって
ください

かたにかかるくらいにきっ
てください

Corte na altura dos
ombros, por favor.

眉が隠れるくらいにきって
ください

眉が隠れるくらいにきって
ください

Corte na altura da
sombrancelha, por
favor.

１センチくらいきってくだ
さい

１センチくらいきってくだ
さい

Corte
aproximadamente 1
cm, por favor.



この写真みたいに切ってく
ださい

このしゃしんみたいにきっ
てください

Corte como está
nesta foto, por favor.

おかっぱ おかっぱ
三つ編み みつあみ Trança
丸刈り まるがり Raspar a cabeça
長髪 ちょうはつ Cabelo longo

Lesson 45:
謝ります あやまります Desculpar-se

会います「事故に」 あいます「じこに」
Envolver-se (em um
acidente)

信じます しんじます Acreditar
用意します よいします Preparar
旨くいきます うまくいきます Ir bem
保証書 ほしょうしょ Garantia
領収書 りょうしゅうしょ Recibo
贈り物 おくりもの Presente

間違い電話 まちがいでんわ
Telefonar para o
número errado

係り かかり Encarregado

中止 ちゅうし
Interromper, cancelar,
suspender

点 てん Ponto, pontuação
「～円」札 「～えん」さつ Nota, moeda (~iene)

ちゃんと ちゃんと
Devidamente,
propriamente

急に きゅうに De repente
楽しみにしています たのしみにしています Mal posso esperar.
以上です。 いじょうです。 É tudo.

係員 かかりいん
Encarregado,
assistente

～位 ～い
Sufixo para indicar
colocação

優勝します ゆうしょうします Vencer

悩み なやみ
Problema,
aborrecimento

目覚まし「時計」 めざまし「どけい」 Despertador
眠ります ねむります Dormir
目が覚めます めがさめます Despertar
回答 かいとう Resposta

鳴ります なります
Tocar (sino,
campainha)

それでも それでも
Apesar disso, mesmo
assim

非常の場合 ひじょうのばあい Emergência

Lesson 46
焼きます やきます Assar, grelhar, tostar
渡します わたします Entregar
帰って来ます かえってきます Retornar
出ます「バスが」 でます「バスが」 Ir, partir (ônibus)
留守 るす Ausência
宅配便 たくはいびん Serviço de entrega
原因 げんいん Motivo, causa
注射 ちゅうしゃ Injeção
食欲 しょくよく Apetite
こちら こちら Por aqui, meu lado



ちょうど ちょうど Exatamente
たった今 たったいま Agora mesmo
今いいでしょうか。 いまいいでしょうか。 Posso interrompê-lo?
具合 ぐあい Condição, situação
どちら様でしょうか。 どちらさまでしょうか。 Quem é você?
向かいます むかいます Dirigir-se para

お待たせしました。 おまたせしました。
Desculpe pela
espera, pela demora.

知識 ちしき Conhecimento
宝庫 ほうこ Tesouraria

手に入ります「情報が～」
てにはいります「じょうほ
うが～」

Conseguir, reunir
(informação)

一部分 いちぶぶん Uma parte
入力します にゅうりょくします Inserir
秒 びょう Segundo (tempo)

出ます「本が～」 でます「ほんが～」
Ser publicado (um
livro)

Lesson 47:
集まります「人が～」 あつまります「ひとが～」 Reunir (pessoas)
別れます「人が～」 わかれます「ひとが～」 Separar (pessoas)
長生きします ながいきします Viver mais
します「音・声が～」 します「おと・こえが～」 Ouvir (som, voz)
します「味が～」 します「あじが～」 Provar
します「においが～」 します「においが～」 Cheirar

さします「傘を」 さします「かさを」
Abrir (um guarda-
chuva)

ひどい ひどい Terrível, cruel
怖い こわい Medo, horrível
天気予報 てんきよほう Previsão do tempo

発表 はっぴょう
Anúncio,
apresentação

実験 じっけん Experimento
人口 じんこう População
におい におい Cheiro
科学 かがく Ciência
医学 いがく Medicina
文学 ぶんがく Literatura
救急車 きゅうきゅうしゃ Ambulância
賛成 さんせい Aprovação, de acordo
反対 はんたい Objeção, oposição
男性 だんせい Masculino, homem
女性 じょせい Feminino, mulher
どうも どうも Parece que

恋人 こいびと
Amada, namorado,
namorada

婚約します こんやくします Noivar
相手 あいて A outra pessoa
知り合います しりあいます Ser conhecido

平均寿命 へいきんじゅみょう
Expectativa média de
vida

比べます「男性と～」
くらべます「だんせいと
～」

Comparar (com
homens)

博士 はかせ Doutor
脳 のう Cérebro
化粧品 けしょうひん Cosméticos
調べ しらべ Exame, pesquisa
化粧 けしょう Maquiagem



Lesson 48:
下ろします，降ろします おろします Descer, desembarcar
届けます とどけます Entregar, relatar
世話をします せわをします Tomar conta de ~
嫌「な」 いや「な」 Indesejável, relutante
厳しい きびしい Rigoroso, severo
塾 じゅく Escola de reforço
生徒 せいと Aluno

者 もの

Pessoa (refere-se a
parentes ou
subordinados)

入管 にゅうかん
Escritório de
Imigração

再入国ビザ さいにゅうこくビザ Visto de reentrada
自由に じゆうに Livremente

～間 ～かん

Por ~(refere-se a
duração de um
período)

いいことですね。 いいことですね。 Que bom.
お忙しいですか。 おいそがしいですか。 Está ocupado?
久しぶり ひさしぶり Há quanto tempo
営業 えいぎょう Negócios, vendas
それまでに それまでに Até então

かまいません かまいません
Está tudo bem, não
tem problema

楽しみです たのしみです Mal posso esperar
もともと もともと Originalmente
～世紀 ～せいき ~ século
代わりをします かわりをします Trocar, substituir
競走します きょうそうします Competir

芸 げい
Atuação artística,
truque

美しい うつくしい Belo
姿 すがた Corpo, aparência
心 こころ Coração, mente
とらえます とらえます Capturar

～にとって ～にとって
Para (na opinião de)
~

Lesson 49:

勤めます「会社に」 つとめます「かいしゃに」
Trabalhar (para uma
empresa)

休みます やすみます Dormir
掛けます「いすに」 かけます「いすに」 Sentar (na cadeira)

過ごします すごします
Gastar (o tempo),
passar (o tempo)

寄ります「銀行に」 よります「ぎんこうに」
Passar em (um
banco)

召し上がります めしあがります
Comer, beber (forma
respeitosa)

おっしゃいます おっしゃいます
Dizer (forma
respeitosa)

なさいます なさいます
Fazer (forma
respeitosa)

ご覧になります ごらんになります
Ver, olhar para (forma
respeitosa)

ご存知です ごぞんじです
Conhecido (forma
respeitosa)



あいさつ あいさつ
Saudação,
cumprimento

灰皿 はいざら Cinzeiro

旅館 りょかん
Hotel em estilo
japonês

会場 かいじょう Salão
バス停 バスてい Ponto de ônibus
貿易 ぼうえき Comércio
帰りに かえりに Na volta
たまに たまに De vez em quando

ちっとも ちっとも

Nem um pouco
(usado com frases
negativas)

遠慮なく えんりょなく
Sem cerimônias,sem
hesitação

～年～組 ～ねん～くみ Ano ~ da classe ~
では では Bem, então
出します「熱を」 だします「ねつを」 Ter febre

よろしくお伝えください よろしくおつたえください
Transmita minhas
saudações

失礼いたします しつれいいたします

Com licença (forma
humilde de shitsurei
shimasu)

講師 こうし Palestrante
多くの～ おおくの～ Muito ~, bastante ~
作品 さくひん Obra (de arte, etc)
受賞します じゅしょうします Premiar
世界的に せかいてきに Mundialmente
作家 さっか Escritor
長男 ちょうなん Filho mais velho
障害 しょうがい Deficiência, falha

お持ちです おもちです

Possuir (forma
respeitosa de
motteimasu)

作曲 さっきょく Composição (música)
活動 かつどう Atividade

それでは それでは

Bem, então
(indicando o fim ou o
começo)

Lesson 50:
参ります まいります Ir, vir (forma humilde)
おります おります Ser (forma humilde)

いただきます いただきます

Comer, beber,
receber (forma
humilde)

申します もうします Dizer (forma humilde)

いたします いたします
Fazer (forma
humilde)

拝見します はいけんします Ver (forma humilde)

存じます ぞんじます
Saber (forma
humilde)

伺います うかがいます

Perguntar, ouvir,
visitar (forma
humilde)

お目にかかります おめにかかります
Conhecer (forma
humilde)

ございます ございます
Ser (forma polida de
arimasu)

～でございます ～でございます
Ser (forma polida de
desu)



私 わたくし Eu (forma humilde)
お宅 おたく Casa (de alguém)
郊外 こうがい Subúrbio, periferia
さ来週 さらいしゅう Semana que vem
さ来月 さらいげつ Mês que vem
さ来年 さらいねん Ano que vem
半年 はんとし Meio ano, seis meses
最初に さいしょに Primeiramente

最後に さいごに
Finalmente, por
último

ただ今 ただいま
Agora, neste
momento

緊張します きんちょうします Ficar nervoso, tenso
放送します ほうそうします Transmitir
撮ります「ビデオに」 とります「ビデオに」 Gravar (em vídeo)
賞金 しょうきん Prêmio em dinheiro
自然 しぜん Natureza
麒麟 きりん Girafa
象 ぞう Elefante
ころ ころ Época, dia
「夢が」叶います かないます「ゆめが」 Realizar (um sonho)
ひとことよろしいでしょう
か

ひとことよろしいでしょう
か Posso falar?

協力します きょうりょくします Cooperar
心から こころから De coração

感謝します かんしゃします
Ficar grato,
agradecido

拝啓 はいけい Caro, Prezado ~
美しい うつくしい Belo

迷惑掛けます めいわくかけます

(Causar) problemas,
aborrecimentos,
incovenientes

生かします いかします Fazer bom uso de
「お」城 「お」しろ Castelo
敬具 けいぐ Meus cumprimentos


