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̶あ̶
あ [ah! In accezione di stupore] 96(10)
ああ ah  resa d’atto  96(10)
あーあ [sì] 157(18)
アイスクリーム [gelato] 31(2)
あいだ ( 間 )[tra, prep.] 74(8)
あいます (( じこに ) あいます )[fare 

un incidente] 135(15)
あいます ( 会います )[incontrare, incontrarsi] 56(5)
あお ( 青 )[blu] 69(7)
あおい ( 青い )[blu] 61(6)
あか ( 赤 )[rosso] 69(7)
あかい ( 赤い )[rosso] 61(6)
あかちゃん ( 赤ちゃん )[neonato] 76(8)
あかるい ( 明るい )[luminoso] 63(6)
あきます ( 開きます )[aprirsi] 169(20)
アクション azione, s. lm d’azione  88(9)
あけます ( 開けます )[aprire] 91(10)
あげます ( あげます )[dare] 121(14)
あげます (( てを ) あげます )[alzare la mano] 154(18)
あさ ( 朝 ) mattino, mattina  34(3)
あさごはん ( 朝ご飯 )[colazione] 53(5)
あさって [dopodomani] 38(3)
あし ( 足 )[gamba, piede] 71(7)
あした [domani] 38(3)
あそこ [lì, là. Lontano da chi parla e da chi ascolta] 25(2)
あそびます ( 遊びます ) divertirsi, svagarsi, giocare  36(3)
あたたかい ( 暖かい ) caldo, mite, tiepido, cordiale  58(6)
あたま ( 頭 )[testa, capo] 63(6)
あたらしい ( 新しい )[nuovo] 57(6)
あたり ( 当たり )[“hai vinto!”] 135(15)
あたります vincere alla lotteria  164(19)
あちら [lì, là. Lontano da chi parla e ascolta] 25(2)
あっ [ah! In accezione di stupore] 112(12)
あつい ( 暑い )[caldo] 57(6)
あつい ( 厚い ) spesso, grosso, tto  63(6)
あつまります ( 集まります )[raccogliersi] 99(11)
あつめます ( 集めます )[raccogliere] 107(12)
あと [dopo, successivo, tra] 106(12)
あとで [dopo] 96(10)
アナゴ [grongo] 72(7)

あなた [tu] 18(1)
あに ( 兄 )[fratello maggiore] 41(4)
アニメ cartoni animati  149(17)
あね ( 姉 )[sorella maggiore] 42(4)
あの quello a i e. ggettivo. Lontano da chi parla 

e da chi ascolta] 22(1)
あのー allora. iempitivo  24(1)
あのかた ( あの方 )[quella persona. Formale] 19(1)
あのひと ( あの人 )[quella persona. Informale] 19(1)
アパート [appartamento] 62(6)
あびます ( 浴びます )[lavarsi] 98(11)
あぶない ( 危ない )[pericoloso] 146(17)
アポイント [appuntamento] 141(16)
あまい ( 甘い )[dolce] 135(15)
あまり [non molto, non troppo] 59(6)
あまります ( 余ります )[avanzare, rimanere] 118(13)
あみます ( 編みます )[lavorare a maglia] 123(14)
あみもの ( 編物 ) indumento fatto a maglia  127(14)
あめ ( 雨 )[pioggia] 90(10)
アメリカ tati niti d’ merica  18(1)
あらいます ( 洗います )[lavare] 98(11)
あらっ [esclamazione. Femminile] 167(19)
ありがとう [grazie. Informale] 148(17)
ありがとうございます [molte grazie. Formale] 28(2)
あります esserci, esistere. er oggetti e o animali morti  73(8)
あるいて ( 歩いて )[a piedi] 45(4)
あるきます ( 歩きます )[camminare, passeggiare] 87(9)
アルバイト [lavoro occasionale] 35(3)
あれ [quello/a. Pronome. Lontano da chi parla 

e chi ascolta] 17(1)
あんないします ( 案内します )[fare da guida] 104(11)

̶い̶
いい [buono] 59(6)
いい (( あたまが ) いい )[essere intelligente] 63(6)
いいえ [no] 18(1)
いいえ
　( ※いいえ、どういたしまして )[no, prego] 28(2)
いいですか [le va bene?] 112(12)
いいですね [che bello!] 49(5)
いいですよ [va bene!] 88(9)
いいですよ ( ※辞退 )[no, non si scomodi!] 151(17)
いいなあ [che bello!] 128(14)
いいね [che bello!] 150(17)
いいます ( 言います )[dire] 91(10)
いいよ no, non preoccuparti  150(17)
いいわよ [va bene. Femminile] 150(17)
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いえ ( 家 )[casa] 45(4)
いきます ( 行きます )[andare] 41(4)
イギリス [Inghilterra] 30(2)
いくつ quanti  s. uanti anni hai  77(8)
いくら quanto  s. uanto costa  30(2)
イクラ [uova di lompo] 72(7)
いけ ( 池 ) laghetto  116(13)
いざかや ( 居酒屋 ) locale notturno dove si beve  92(10)
いしゃ ( 医者 )[medico] 130(15)
いじょう ( 以上 )[più di] 164(19)
いす [sedia] 20(1)
いそがしい ( 忙しい )[occupato, impegnato] 58(6)
いそぎます ( 急ぎます ) affrettarsi  91(10)
いたい ( 痛い )[doloroso] 120(13)
いただきます buon appetito  89(10)
イタリア [Italia] 30(2)
いちば ( 市場 )[mercato] 52(5)
いちばん ( 一番 ) il pi . uperlativo  68(7)
いつ [quando?] 42(4)
いっしょうけんめいな ( 一生懸命な ) con tutto 

sé stesso] 95(10)
いっしょに ( 一緒に )[insieme] 49(5)
いってきます ( 行ってきます ) io vado  attuta 

di chi esce di casa] 41(4)
いつでも [sempre] 119(13)
いってらっしゃい ( 行ってらっしゃい )[ci 

vediamo dopo  attuta di chi resta a casa  41(4)
いつも [sempre] 36(3)
いぬ ( 犬 )[cane] 67(7)
いま ( 今 )[ora, adesso] 33(3)
います [esserci. Per esseri umani e animali vivi] 73(8)
いますぐ ( 今すぐ )[immediatamente] 176(20)
いもうと ( 妹 )[sorella minore] 42(4)
いもうとさん ( 妹さん )[Sua sorella minore] 42(4)
いらっしゃい [benvenuto/a/i/e!] 31(2)
いらっしゃいませ [benvenuto/a/i/e!] 105(12)
いりぐち ( 入口 )[entrata] 26(2)
いれます ( 入れます )[introdurre] 87(9)
いろ ( 色 )[colore] 69(7)
いろいろな diversi, svariati  141(16)
インターネット [Internet] 23(1)
インターネットカフェ Internet caff  134(15)
インフルエンザ in uenza  113(13)

̶う̶
ウーロンちゃ ( ウーロン茶 ) t  olong cinese  101(11)
ううん [no] 147(17)

うーん [uhm] 167(19)
うえ ( 上 )[sopra, su] 74(8)
うけつけ ( 受付 ) reception  26(2)
うけます ( 受けます )[sostenere. Es. sostenere 

un’intervista lavorativa  141(16)
うごかします ( 動かします )[spostare] 118(13)
うごきます ( 動きます )[muoversi] 118(13)
ウサギ [coniglio] 69(7)
うし ( 牛 )[mucca, bovino] 69(7)
うしろ ( 後ろ )[dietro] 74(8)
うすい sottile  100(11)
うそ ( 嘘 )[bugia] 139(16)
うた ( 歌 )[canzone] 66(7)
うたいます ( 歌います )[cantare] 84(9)
うち [casa] 28(2)
うちます ( 打ちます )[scrivere. Es. scrivere 

con la tastiera  134(15)
うちゅうじん ( 宇宙人 )[alieno, extraterrestre] 139(16)
うつくしい ( 美しい )[bello, gradevole. 

In particolare utilizzato nei confronti di donne  100(11)
うま ( 馬 )[cavallo] 69(7)
うまれます ( 生まれます )[nascere] 154(18)
うみ ( 海 )[mare] 65(7)
うらない ( 占い )[oroscopo] 69(7)
うりば ( 売り場 )[punto vendita] 30(2)
うります ( 売ります )[vendere] 91(10)
うるさい [chiassoso, rumoroso] 96(10)
うれしい [felice, contento] 127(14)
うわぎ ( 上着 )[giacca, soprabito] 84(9)
うん [sì. Informale] 147(17)

̶え̶
え (絵 )[quadro, immagine] 49(5)
え [eh?] 101(11)
えいが ( 映画 ) lm  20(1)
えいがかん ( 映画館 )[cinema] 27(2)
えいご ( 英語 )[inglese. Lingua] 21(1)
ええ [cosa? In accezione di stupore] 54(5)
ええっ [no] 120(13)
えき ( 駅 )[stazione] 28(2)
えきまえ ( 駅前 )[di fronte alla stazione] 101(11)
えだまめ ( 枝豆 )[fagiolini verdi di soia, edamame] 103(11)
えっ [cosa? In accezione di stupore] 64(6)
エッフェルとう ( エッフェル塔 ) torre iffel  62(6)
えはがき ( 絵葉書 )[cartolina illustrata] 124(14)
えほん ( 絵本 )[libro illustrato] 125(14)
えらびます ( 選びます )[scegliere] 128(14)
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エレベーター [ascensore] 31(2)
～えん ( ～円 )[-yen] 25(2)
えんそうします ( 演奏します )[eseguire/esibirsi 

in un brano musicale] 140(16)
えんそく ( 遠足 )[gita] 123(14)
えんぴつ ( 鉛筆 ) matita  20(1)

̶お̶
おいくつ quanti anni hai ha  19(1)
おいしい [buono, delizioso] 57(6)
おいわい ( お祝い )[celebrazione] 123(14)
おおあめ ( 大雨 )[pioggia forte] 168(19)
おおい ( 多い )[numeroso] 65(7)
おおきい ( 大きい )[grande] 60(6)
おおそうじ ( 大掃除 )[grandi pulizie] 155(18)
おおトロ ( 大トロ )[ventresca di tonno] 72(7)
おおやさん ( 大家さん )[proprietario di casa] 167(19)
おかあさん ( お母さん )[mamma, madre 

di qualcun altro] 42(4)
おかいどく ( お買い得 )[conveniente] 32(2)
おかえりなさい [bentornato] 41(4)
おかし ( お菓子 )[dolci] 53(5)
おかね ( お金 )[denaro] 76(8)
おかねもち ( お金持ち )[individuo ricco, 

facoltoso] 166(19)
おきます ( 起きます ) alzarsi. s. alzarsi la mattina  33(3)
おきます ( 置きます ) mettere, riporre  106(12)
おきまりでしょうか ( お決まりでしょうか ) 
[avete scelto?] 105(12)
おくじょう ( 屋上 ) attico, terrazza  28(2)
おくに ( お国 )[il Suo paese di origine] 19(1)
おくります ( 送ります )[spedire] 126(14)
おくれます ( 遅れます ) fare tardi, attardarsi  114(13)
おげんきですか ( お元気ですか )[come sta?] 148(17)
おこない ( 行い )[azione, comportamento, 

condotta  150(17)
おさきにしつれいします ( お先に失礼します )
[con permesso!] 110(12)
おさけ ( お酒 )[alcolici] 67(7)
おさら ( お皿 ) piatto, portata  51(5)
おじ [mio zio] 101(11)
おじいさん [nonno] 154(18)
おしえます ( 教えます )[insegnare, spiegare] 92(10)
おしごと ( お仕事 )[lavoro] 19(1)
おじさん [zio, uomo di mezza età] 154(18)
おします ( 押します )[spingere] 102(11)
おしょうがつ ( お正月 )[Capodanno] 140(16)

おせちりょうり ( おせち料理 )[specialità 

per l’anno nuovo] 140(16)
おそい ( 遅い )[tardi] 62(6)
おそく ( 遅く )[tardivo] 96(10)
おだいじに ( お大事に )[si prenda cura di Lei] 120(13)
おちます ( 落ちます )[cadere] 170(20)
おちゃ ( お茶 ) t  verde, tisana  20(1)
おっ [oh! In accezione di piacevole stupore] 150(17)
おつかれさま ( お疲れさま )[saluto di congedo 

dopo il lavoro] 148(17)
おてあらい [bagno] 26(2)
おてら ( お寺 )[tempio buddista] 71(7)
おと ( 音 )[suono, rumore] 174(20)
おとうさん ( お父さん )[papà, padre di qualcun 

altro] 42(4)
おとうと ( 弟 )[fratello minore] 42(4)
おとうとさん ( 弟さん )[Suo fratello minore] 42(4)
おとこのこ ( 男の子 )[bambino] 76(8)
おとこのひと ( 男の人 )[uomo] 77(8)
おとします ( 落とします )[far cadere] 170(20)
おととい [ieri l’altro] 38(3)
おととし [due anni fa] 78(8)
おとな ( 大人 )[adulto] 76(8)
おどります ( 踊ります )[danzare, ballare] 90(10)
おなか [pancia] 108(12)
おなじ ( 同じ )[uguale] 64(6)
おにいさん ( お兄さん )[fratello maggiore, 

Suo fratello maggiore] 42(4)
おねえさん ( お姉さん )[sorella maggiore, 

Sua sorella maggiore] 28(2)
おねがいします ( お願いします )[per favore] 24(1)
おば [mia zia] 154(18)
おばあさん [nonna, Sua nonna] 154(18)
おばさん [zia, Sua zia] 154(18)
おばちゃん [mia zia] 173(20)
おはよう [buongiorno!] 148(17)
おふろ ( お風呂 )[stanza da bagno] 98(11)
おべんとう ( お弁当 )[pranzo al sacco tradizionale] 31(2)
おぼえます ( 覚えます )[ricordarsi] 86(9)
おぼん ( お盆 ) festivit  dello bon  173(20)
オマケ [regalo, sconto, riduzione] 32(2)
おみやげ [souvenir] 67(7)
オムライス [riso con salsa al pomodoro] 111(12)
おめでとう auguri , complimenti  121(14)
おもい ( 重い )[pesante] 59(6)
おもいだします ( 思い出します )[ricordarsi] 160(18)
おもいます ( 思います )[pensare] 145(17)
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おもしろい [interessante. Preferibilmente 

non per le persone] 58(6)
おもちゃ giocattolo  126(14)
おやこどん ( 親子丼 )[riso con pollo e uova] 111(12)
おやすみなさい buonanotte  148(17)
おやつ [merenda] 173(20)
およぎます ( 泳ぎます )[nuotare] 79(8)
おりがみ ( 折り紙 )[origami] 133(15)
おれ [io. Maschile] 150(17)
おれい ( お礼 )[riconoscenza, riconoscimento 

in denaro] 128(14)
オレンジジュース [succo d’arancia] 111(12)
おろします [prelevare, calare] 133(15)
おわります ( 終わります )[terminare] 36(3)
おんがく ( 音楽 )[musica] 21(1)
おんがくかい ( 音楽会 )[concerto] 117(13)
おんせん ( 温泉 )[terme] 84(9)
おんなのひと ( 女の人 )[donna] 76(8)

̶か̶
か (火 )[fuoco] 40(3)
ガーデニング [giardinaggio] 127(14)
カード [carta. Es. carta telefonica] 134(15)
～かい ( ～階 ) classi catore per contare i piani 

di un edi cio  30(2)
～かい ( ～回 ) classi catore per contare 

il numero di volte] 78(8)
かいがい ( 海外 )[estero] 155(18)
かいぎ ( 会議 )[riunione] 37(3)
かいぎしつ ( 会議室 )[sala riunioni] 26(2)
がいこく ( 外国 )[stato estero] 136(15)
かいさつぐち ( 改札口 ) area convalida biglietti 

in stazione] 48(4)
かいしゃ ( 会社 )[azienda, compagnia] 28(2)
がいしゃ ( 外車 )[auto di produzione straniera] 166(19)
かいしゃいん ( 会社員 )[impiegato] 18(1)
かいだん ( 階段 )[scala] 32(2)
かいます ( 買います )[comprare] 49(5)
かいます ( 飼います )[tenere, allevare 

un animale domestico  92(10)
かいものします ( 買物します ) fare acquisti, 

shopping] 67(7)
かいわ ( 会話 )[conversazione] 128(14)
かえします ( 返します ) restituire  84(9)
かえます ( 変えます )[cambiare] 175(20)
かえります ( 帰ります )[andarsene, tornare] 41(4)
かお ( 顔 )[viso, faccia] 70(7)

かかります (( じかんが ) かかります )[impiegare. 

Es. impiegare del tempo] 78(8)
かかります (( かぎが ) かかります )[chiudere 

a chiave. Es. chiudere a chiave a la porta] 172(20)
かぎ [chiave] 108(12)
 かきます (( えを ) かきます )[dipingere. 

Es. dipingere un quadro] 54(5)
かきます ( 書きます )[scrivere] 50(5)
がくせい ( 学生 )[studente] 18(1)
がくせいしょう ( 学生証 ) badge scolastico, 

universitario] 141(16)
～かげつ ( ～か月 ) classi catore per contare 

il numero di mesi impiegati per fare una certa azione  78(8)
かけます (( かぎを ) かけます )[girare, serrare. 

Es. girare la chiave] 108(12)
かけます (( コートを ) かけます )[appendere. 

s. appendere il cappotto  99(11)
かけます (( でんわを ) かけます )[chiamare 

al telefono. Es. fare una telefonata] 50(5)
かけます (( パーマを ) かけます )[acconciarsi. 

Es. farsi la permanente] 175(20)
かけます (( めがねを ) かけます )[indossare. 

Es. indossare gli occhiali] 89(10)
かさ ( 傘 )[ombrello] 30(2)
かじ ( 家事 ) faccende domestiche  71(7)
かしこまりました [ho capito. Formale] 112(12)
かします ( 貸します )[prestare] 99(11)
かしゅ ( 歌手 )[cantante] 59(6)
かぜ ( 風 )[vento] 168(19)
かぜ ( 風邪 ) colpo di freddo, raffreddore  56(5)
かぞく ( 家族 )[famiglia] 42(4)
～かた ( ～方 ) classi catore per indicare la modalit  

di una data azione. Es. modo di leggere, modo di scrivere] 124(14)
カタカナ [katakana] 70(7)
かたづけます ( 片付けます ) rassettare, 

mettere in ordine  109(12)
かちます ( 勝ちます )[vincere] 149(17)
ガチャポン [distributore di giochi per bambini 

a pagamento] 135(15)
～がつ ( ～月 ) classi catore per i mesi dell’anno  41(4)
がっき ( 楽器 )[strumento musicale] 140(16)
かっこいい go, bello. tilizzato per gli uomini  166(19)
がっこう ( 学校 ) scuola, edi cio scolastico  25(2)
かつどん ( かつ丼 ) atsudon, costoletta di maiale 

con riso e uova] 111(12)
かど ( 角 )[angolo] 135(15)
かない ( 家内 )[mia moglie] 125(14)
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かなしい ( 悲しい )[triste, addolorato] 173(20)
かのじょ ( 彼女 ) lei, danzata  128(14)
かばん [borsa] 22(1)
かびん vaso di ori  75(8)
かぶき ( 歌舞伎 )[teatro kabuki] 83(9)
かぶります [indossare un cappello] 94(10)
かべ ( 壁 )[muro] 106(12)
かみ ( 紙 )[carta, foglio di carta] 51(5)
かみ ( 髪 )[capelli] 70(7)
カメラ macchina fotogra ca  20(1)
かよいます ( 通います )[frequentare] 109(12)
かようび ( 火曜日 )[martedì] 36(3)
からい ( 辛い )[piccante, saporito, salato] 59(6)
カラオケ [karaoke] 23(1)
カラス [corvo] 91(10)
ガラス [vetro] 170(20)
からだ ( 体 )[corpo] 59(6)
かります ( 借ります ) prendere in prestito  85(9)
かるい ( 軽い )[leggero] 82(9)
かれ ( 彼 ) lui, danzato  100(11)
カレーライス [riso al curry] 83(9)
かれし ( 彼氏 ) danzato  63(6)
カレンダー [calendario] 41(4)
かわ ( 川 ) ume  58(6)
かわいい [carino, grazioso] 57(6)
かわかします ( 乾かします )[far asciugare] 170(20)
かわきます ( 乾きます )[asciugarsi] 170(20)
かわきます ( 渇きます )[seccarsi. Es. avere sete] 108(12)
かわります [passare al telefono] 128(14)
かわります ( 変わります )[cambiare] 150(17)
かん ( 缶 ) lattina  167(19)
かんげい ( 歓迎 )[benvenuto, accoglienza] 176(20)
かんこく ( 韓国 )[Corea del Sud] 18(1)
かんごし ( 看護師 )[infermiere] 95(10)
かんじ ( 漢字 )[kanji, sinogrammi] 70(7)
がんたん ( 元旦 )[primo gennaio] 42(4)
かんたんな ( 簡単な )[semplice] 61(6)
がんばってください [forza!] 96(10)
がんばります ( 頑張ります )[impegnarsi, 

sforzarsi] 168(19)
かんりひ ( 管理費 ) spese di gestione, 

di amministrazione] 157(18)

̶き̶
き (木 )[albero] 51(5)
キーボード tastiera. s. tastiera di un  134(15)

キーホルダー [portachiavi] 126(14)
きいろ ( 黄色 )[giallo] 69(7)
きいろい ( 黄色い )[giallo] 61(6)
きえます ( 消えます )[sparire] 169(20)
きかい ( 機械 )[macchinario, apparecchiatura] 86(9)
きがえます ( 着替えます )[cambiarsi d’abito] 118(13)
ききます ( 聞きます )[ascoltare, chiedere] 50(5)
きけんな ( 危険な )[pericoloso] 63(6)
きた ( 北 )[nord] 64(6)
ギター [chitarra] 67(7)
きたない ( 汚い )[sporco, sudicio] 158(18)
きっさてん ( 喫茶店 ) sala da t , bistrot  35(3)
キッチン [cucina] 136(15)
きって ( 切手 )[francobollo] 77(8)
きっと [di certo, senz’altro] 150(17)
きっぷ ( 切符 ) biglietto per un mezzo di trasporto  102(11)
きのう [ieri] 33(3)
きぶん ( 気分 )[stato d’animo] 156(18)
きます ( 来ます )[venire, arrivare] 41(4)
きます ( 着ます ) vestire. olo per indumenti 

sopra la cintura] 94(10)
きまります ( 決まります )[decidere] 105(12)
キムチ [kimchi. Specialità coreana] 67(7)
きめます ( 決めます )[decidere] 118(13)
きもちいい ( 気持ちいい )[gradevole] 60(6)
きもの ( 着物 )[kimono] 122(14)
きゃく ( 客 )[ospite, cliente] 31(2)
キャンセル [cancellazione] 134(15)
きゅうに ( 急に ) all’improvviso, repentinamente  150(17)
ぎゅうにく ( 牛肉 )[carne bovina] 67(7)
ぎゅうにゅう ( 牛乳 ) latte vaccino  51(5)
きょう [oggi] 38(3)
きょうかしょ ( 教科書 )[manuale, libro di testo] 117(13)
きょうしつ ( 教室 )[aula] 25(2)
きょうだい ( 兄弟 )[fratelli maschi] 77(8)
ギョーザ g za. pecialit  cinese  122(14)
きょねん ( 去年 )[l’anno scorso] 41(4)
きらいな ( 嫌いな )[che non piace] 66(7)
きります ( 切ります )[tagliare] 51(5)
キリン giraffa  69(7)
きれいな [bello, pulito] 58(6)
きれます ( 切れます )[spezzarsi] 171(20)
キロメートル [chilometro] 133(15)
きをつけます ( 気をつけます )[prestare 

attenzione  135(15)
きん ( 金 )[oro] 40(3)
ぎんこう ( 銀行 )[banca] 27(2)
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きんだいてきな ( 近代的な )[moderno] 166(19)
きんようび ( 金曜日 )[venerdì] 36(3)

̶く̶
くうき (空気 )[aria] 156(18)
くうこう ( 空港 )[aeroporto] 24(1)
クーラー [condizionatore d’aria] 108(12)
くすり ( 薬 )[medicina] 86(9)
ください [per favore] 31(2)
くだもの ( 果物 ) frutta  53(5)
くちぶえ ( 口笛 ) schietto  103(11)
くつ ( 靴 )[scarpe] 68(7)
クッキー biscotto  67(7)
くに ( 国 )[stato, paese] 19(1)
くもり [nuvoloso] 59(6)
くもります ( 曇ります )[annuvolarsi] 152(17)
くやくしょ ( 区役所 )[municipio, 

sede circoscrizionale] 35(3)
くらい ( 暗い )[scuro, lugubre] 63(6)
くらい ( ぐらい ) circa. iferito a una quantit , 

non all’orario] 78(8)
クラス [classe] 117(13)
クラスメート [compagno di classe] 85(9)
クラシック [musica classica] 69(7)
クリスマス [Natale] 42(4)
クリスマスカード [cartolina di auguri natalizi] 126(14)
くるま ( 車 )[automobile, autoveicolo] 45(4)
くれます [ricevere] 121(14)
くろ ( 黒 )[nero] 69(7)
くろい ( 黒い )[nero] 61(6)

̶け̶
けいえい (経営 ) gestione aziendale  102(11)
けいざい ( 経済 )[economia] 92(10)
けいさつかん ( 警察官 )[agente di polizia] 95(10)
けいたい ( 携帯 ) portatile  128(14)
けいたいでんわ ( 携帯電話 )[telefono cellulare] 20(1)
ケーキ [torta] 31(2)
ゲーム gioco. ovente nell’accezione di gioco elettronico  23(1)
けが ( 怪我 )[ferita] 110(12)
けさ ( 今朝 ) stamattina  38(3)
けしき ( 景色 )[vista, panorama] 100(11)
けしゴム ( 消しゴム )[gomma da cancellare] 23(1)
けします ( 消します )[cancellare] 107(12)
げつ ( 月 ) classi catore avverbiale per i mesi. 

Es. questo mese, il prossimo mese] 40(3)
けっこんします ( 結婚します )[sposarsi] 91(10)

けっせきします ( 欠席します )[assentarsi] 106(12)
げつようび ( 月曜日 )[lunedì] 36(3)
～けん ( ～軒 ) classi catore per contare gli edi ci  130(15)
げんかん ( 玄関 )[genkan. Spazio della casa giapponese 

dove ci si toglie le scarpe] 172(20)
げんきな ( 元気な )[essere in buona salute, 

stare bene] 58(6)
けんきゅう ( 研究 )[ricerca] 92(10)
けんきゅうじょ ( 研究所 ) istituto di ricerca  93(10)
けんこうしんだん ( 健康診断 )[esame medico]  
 119(13)
けんさ ( 検査 )[esame, test] 115(13)
けんだま ( けん玉 )[kendama. Gioco tradizionale

giapponese] 133(15)
けんぶつ ( 見物 )[visita] 128(14)

̶こ̶
こ (子 )[bambino/a] 125(14)
～こ ( ～個 ) classi catore per contare oggetti 

di piccole dimensioni] 31(2)
～ご ( ～語 ) classi catore per indicare le lingue  21(1)
コアラ [koala] 69(7)
こいびと ( 恋人 ) partner, danzato a  78(8)
コインランドリ－ lavanderia a gettoni  134(15)
こうえん ( 公園 )[giardino pubblico] 28(2)
こうえんぐち ( 公園口 )[entrata di un giardino 

pubblico] 56(5)
ごうかくします ( 合格します )[superare 

un esame, un test] 130(15)
こうくうびん ( 航空便 )[posta aerea, air mail] 79(8)
こうこう ( 高校 )[scuola superiore] 144(16)
こうこく ( 広告 )[pubblicità] 136(15)
こうすい ( 香水 )[profumo] 31(2)
こうちゃ ( 紅茶 ) t  nero  20(1)
こうつう ( 交通 ) tra co, mezzi di trasporto pubblico  70(7)
こうつうじこ ( 交通事故 )[incidente stradale] 135(15)
こうつうひ ( 交通費 )[spese di trasporto] 128(14)
こうばん ( 交番 )[posto di polizia] 74(8)
こえ ( 声 )[voce] 117(13)
コート cappotto, soprabito  99(11)
コーヒー caff  20(1)
コーラ [Coca Cola] 146(17)
こきょう ( 故郷 )[paese natale] 166(19)
こくさいでんわ ( 国際電話 )[chiamata 

telefonica internazionale] 134(15)
こくない ( 国内 )[nazionale] 128(14)
ここ [qui, qua. Vicino a chi parla] 25(2)
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ごご ( 午後 )[p.m., pomeriggio] 34(3)
ごぜん ( 午前 ) a.m., mattina  34(3)
こたえ ( 答え )[risposta] 154(18)
こたえます ( 答えます )[rispondere] 141(16)
ごちそうさま [grazie per il pranzo] 89(10)
ごちゅうもん ( ご注文 )[ordinazione] 105(12)
こちら [qui, qua. Vicino a chi parla. Formale] 26(2)
こちらこそ [anche da parte mia] 17(1)
コック [cuoco] 92(10)
コップ [bicchiere] 51(5)
こと su sso nominalizzante  129(15)
ことし ( 今年 )[quest’anno] 43(4)
ことば ( 言葉 )[parola, lingua, vocabolo] 33(3)
こども ( 子ども )[bambino/a] 76(8)
こどものひ ( 子どもの日 )[Giorno dei bambini, 

5 maggio] 42(4)
この questo a i e. ggettivo. icino a chi parla  22(1)
ごはん ( ご飯 )[pranzo, riso bianco] 49(5)
コピーします [fotocopiare] 85(9)
こぼします [versare, rovesciare] 176(20)
こぼれます [traboccare] 176(20)
こまります ( 困ります ) trovarsi in di colt  159(18)
ごみ [spazzatura, immondizia] 37(3)
ごみすて ( ごみ捨て ) gettare l’immondizia  167(19)
ゴルフ [golf] 54(5)
これ [questo/a. Pronome. Vicino a chi parla] 17(1)
これからも da ora in avanti  157(18)
～ごろ [Circa. Riferito all’orario] 40(3)
こわい ( 怖い )[spaventoso, che fa paura] 149(17)
こわします ( 壊します )[rompere, spaccare] 170(20)
こわれます ( 壊れます )[rompersi] 170(20)
こんげつ ( 今月 )[questo mese] 43(4)
コンサート [concerto] 102(11)
こんしゅう ( 今週 ) questa settimana  43(4)
こんど ( 今度 )[questa volta, la prossima volta] 85(9)
こんにちは [ciao!, salve!] 148(17)
こんばん [questa sera] 38(3)
コンビニ [convenient store] 53(5)
コンピューター [computer] 21(1)
コンピューターソフト so ware  155(18)
こんや ( 今夜 ) stanotte  38(3)

̶さ̶
～さい classi catore per indicare gli anni d’et  18(1)
さいきどうします ( 再起動します )[riavviare. 

Es. riavviare il PC] 159(18)
さいこうな ( 最高な ) supremo, ottimo  103(11)

さいしょに ( 最初に )[all’inizio] 157(18)
さいふ ( 財布 )[portafogli] 87(9)
ざいりゅうカード ( 在留カード )[carta 

per residenti stranieri  141(16)
さがします ( 探します )[cercare] 96(10)
さかな ( 魚 )[pesce] 49(5)
～さき ( ～先 ) su sso per segnalare un luogo 

determinato. Es. “al lavoro”, nell’accezione di “presso 

il luogo dove lavoro”] 93(10)
さき ( 先 )[prima] 117(13)
さきに ( 先に )[prima] 114(13)
さきます ( 咲きます ) orire, sbocciare  129(15)
さくぶん ( 作文 ) composizione scritta  47(4)
さくら ( 桜 ) or di ciliegio giapponese  104(11)
さしみ ( 刺身 )[sashimi] 54(5)
さそいます ( 誘います )[invitare] 85(9)
～さつ ( ～冊 ) classi catore per contare libri 

e volumi cartacei] 32(2)
サッカー [gioco del calcio] 23(1)
サッカーじょう ( サッカー場 )[stadio 

di calcio] 168(19)
さっき [prima] 128(14)
ざっし ( 雑誌 )[rivista] 20(1)
さとう ( 砂糖 )[zucchero] 135(15)
さどう ( 茶道 ) sad , cerimonia del t  127(14)
さびしい ( 寂しい )[triste] 93(10)
サポートがかり ( サポート係 )[assistente] 159(18)
さむい ( 寒い )[freddo] 58(6)
さようなら [arrivederci] 148(17)
さらいねん ( さ来年 )[tra due anni] 47(4)
さわぎます ( 騒ぎます )[fare baccano] 106(12)
さわります ( 触ります )[toccare] 106(12)
～さん classi catore onori co utilizzato per la terza 

persona singolare] 18(1)
ざんぎょう ( 残業 )[lavoro straordinario] 152(17)
さんこうしょ ( 参考書 ) volumi consultati  162(19)
サンドイッチ sandwich  56(5)
ざんねんな ( 残念な )[che produce rimpianto, 

dispiacere] 159(18)
さんぽ ( 散歩 )[passeggiata] 23(1)

̶し̶
～じ (～時 ) classi catore utilizzato per indicare le ore  33(3)
じ ( 字 ) carattere, gra a, segno  67(7)
しあい ( 試合 ) partita  110(12)
CD[compact disc] 21(1)
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シーフードピザ pizza ai frutti di mare  111(12)
シール [adesivo] 135(15)
しか solo. In accezione negativa con verbo 

alla forma negativa  80(8)
しかたがない ( 仕方がない ) non c’  nulla 

da fare] 149(17)
じかん ( 時間 )[tempo] 33(3)
～じかん ( ～時間 ) su sso per contare il numero 

di ore impiegate per svolgere una certa azione] 78(8)
しききん ( 敷金 )[caparra] 157(18)
じきゅう ( 時給 )[paga oraria] 136(15)
しけん ( 試験 )[esame] 106(12)
じこ ( 事故 )[incidente] 162(19)
しごと ( 仕事 )[lavoro] 19(1)
じしょ ( 辞書 )[dizionario] 20(1)
じしん ( 地震 )[terremoto] 158(18)
しずかな ( 静かな )[tranquillo, calmo] 58(6)
した ( 下 ) sotto  74(8)
しちゃくします ( 試着します )[provare 

un indumento] 155(18)
じつは ( 実は )[in realtà] 150(17)
しつもんします ( 質問します )[porre 

una domanda] 140(16)
しつれいします ( 失礼します )[con permesso] 15
しつれいですが ( 失礼ですが )[chiedo scusa...] 19(1)
じてんしゃ ( 自転車 ) bicicletta  45(4)
じどうしゃ ( 自動車 )[automobile] 21(1)
しにます ( 死にます )[morire] 91(10)
じぶん ( 自分 )[se stesso] 131(15)
しまいます [chiudere dentro, riporre] 172(20)
します [fare] 49(5)
しまります ( 閉まります )[chiudersi] 169(20)
じむしつ ( 事務室 ) u cio  26(2)
しめます ( 閉めます )[chiudere] 109(12)
じゃ [allora] 32(2)
シャープペンシル matita con mina ricaricabile, 

sharp pencil] 21(1)
じゃあ [allora] 150(17)
しゃかい ( 社会 )[società] 149(17)
しやくしょ ( 市役所 )[municipio, comune] 74(8)
しゃしん ( 写真 ) fotogra a  50(5)
ジャズ [jazz] 69(7)
しゃちょう ( 社長 ) presidente, titolare 

di un’azienda] 131(15)
シャツ [camicia] 94(10)
シャワー [doccia] 98(11)
～じゅう ( ～中 )[durante] 149(17)

～しゅうかん ( ～週間 ) classi catore utilizzato 

per contare il numero di settimane  78(8)
しゅうごう ( 集合 )[raduno] 47(4)
ジュース [succo] 20(1)
じゅうどう ( 柔道 ) d  127(14)
しゅうまつ ( 週末 ) wee end  40(3)
じゅぎょう ( 授業 )[lezione] 36(3)
しゅくだい ( 宿題 ) compiti  53(5)
しゅじん ( 主人 )[mio marito] 122(14)
しゅじんこう ( 主人公 )[protagonista] 150(17)
しゅっちょう ( 出張 ) trasferta lavorativa  109(12)
しゅっぱんしゃ ( 出版社 )[casa editrice] 93(10)
しゅみ ( 趣味 )[hobby] 23(1)
じゅんび ( 準備 ) preparativi  103(11)
しょうかいします ( 紹介します )[presentare 

qualcuno] 95(10)
しょうがくきん ( 奨学金 )[borsa di studio] 123(14)
じょうずな ( 上手な )[bravo, abile] 66(7)
しょうせつ ( 小説 )[romanzo] 124(14)
しょうせつか ( 小説家 )[romanziere] 131(15)
じょうだん ( 冗談 ) battuta, scherzo  139(16)
じょうぶな ( 丈夫な )[resistente] 68(7)
しょうめいしゃしん ( 証明写真 )[foto per 

la carta d’identit  109(12)
しょうらい ( 将来 )[futuro] 144(16)
しょうろんぶん ( 小論文 )[tesina] 163(19)
ジョギングします [fare jogging] 98(11)
しょくじ ( 食事 )[pranzo] 54(5)
しょくどう ( 食堂 )[mensa] 26(2)
しょどう ( 書道 ) calligra a giapponese  127(14)
しょるい ( 書類 ) documenti  149(17)
しらせます ( 知らせます )[far sapere] 118(13)
しらべます ( 調べます )[controllare] 56(5)
しります ( 知ります )[sapere] 92(10)
しりょう ( 資料 ) documenti  56(5)
しろ ( 白 )[bianco] 69(7)
しろい ( 白い )[bianco] 95(10)
～じん ( ～人 ) classi catore per contare le persone  18(1)
シンガポール [Singapore] 41(4)
しんかんせん ( 新幹線 ) treno proiettile. 

Shinkansen] 45(4)
しんごう ( 信号 )[semaforo] 135(15)
しんじます ( 信じます ) credere, darsi  69(7)
しんせい ( 申請 )[richiesta] 119(13)
しんせき ( 親戚 ) parenti  140(16)
しんせつな ( 親切な ) gentile, premuroso  63(6)
しんにゅうせい ( 新入生 )[matricola] 176(20)
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しんぶん ( 新聞 ) quotidiano  21(1)
しんぶんしゃ ( 新聞社 ) sede di un quotidiano  93(10)

̶す̶
ず (図 ) gra co, cartina  42(4)
すい ( 水 )[acqua] 40(3)
すいえい ( 水泳 )[nuoto] 23(1)
スイス [Svizzera] 125(14)
スイッチ interruttore  175(20)
すいます ( 吸います )[fumare, respirare] 105(12)
すいようび ( 水曜日 )[mercoledì] 36(3)
すうがく ( 数学 ) matematica  66(7)
すうじ ( 数字 )[numero] 25(2)
スーツ [abito da uomo] 94(10)
スーパー [supermercato] 25(2)
スープ [zuppa] 173(20)
スカート [gonna] 57(6)
スキー [sci] 54(5)
すきな ( 好きな )[preferito, che mi piace] 65(7)
すきます [avere fame] 108(12)
すぐ [subito] 135(15)
すくない ( 少ない )[poco/a, pochi/e] 174(20)
すぐに [immediatamente] 115(13)
すごい fantastico, incredibile  127(14)
すこし ( 少し )[poco] 59(6)
すし ( 寿司 )[sushi] 50(5)
すずしい ( 涼しい )[fresco] 60(6)
ステーキ [bistecca] 50(5)
すてきな bello, affascinante  57(6)
すてます ( 捨てます ) gettare, abbandonare  114(13)
ストーブ [stufa] 175(20)
ストーリー [racconto, storia] 149(17)
ストラップ cinghietta decorativa per cellulari, strap  126(14)
ストレートパーマ capelli stirati  175(20)
ストロー [cannuccia] 51(5)
スニーカー [sneakers] 114(13)
スパゲッティ spaghetti  173(20)
スピーチ [discorso] 109(12)
スプーン [cucchiaio] 51(5)
すべります ( 滑ります )[scivolare] 156(18)
スポーツ [sport] 23(1)
ズボン [pantaloni] 30(2)
すみます ( 住みます )[vivere, risiedere] 86(9)
すみません [mi scusi] 19(1)
すみませんが [mi scusi, ma...] 141(16)
すもう ( 相撲 ) sum  137(16)
すわります ( 座ります )[sedere, sedersi] 97(11)

̶せ̶
せ (背 )[schiena, spina dorsale] 70(7)
せいかく ( 性格 ) carattere  141(16)
せいかつ ( 生活 ) vita quotidiana, esistenza  71(7)
せいこうします ( 成功します )[avere 

successo] 164(19)
せいと ( 生徒 )[allievo] 76(8)
セーター [maglione] 95(10)
せかい ( 世界 )[mondo] 149(17)
せかいいっしゅう ( 世界一周 )[giro 

del mondo] 164(19)
せき ( 席 )[posto, seduta] 115(13)
ぜったい ( 絶対 )[assolutamente] 117(13)
セットします settare, programmare  135(15)
せつめいかい ( 説明会 ) riunione informativa  119(13)
せつめい ( 説明 )[spiegazione] 175(20)
ぜひ [assolutamente] 166(19)
せまい ( 狭い ) stretto, angusto  63(6)
せもたれ ( 背もたれ )[schienale] 170(20)
ぜんいん ( 全員 ) tutti e. tilizzato per le persone  119(13)
せんげつ ( 先月 )[il mese scorso] 43(4)
せんこうします ( 専攻します )[specializzarsi] 102(11)
せんじつ ( 先日 )[l’altro giorno] 170(20)
せんしゅう ( 先週 ) la settimana scorsa  43(4)
せんせい ( 先生 )[insegnante, maestro, professionista] 18(1)
ぜんぜん ( 全然 ) affatto  59(6)
せんたくき ( 洗濯機 )[lavatrice] 123(14)
せんたくします ( 洗濯します )[fare il bucato] 91(10)
せんたくもの ( 洗濯物 )[bucato] 170(20)
ぜんぶ ( 全部 ) tutto  80(8)
せんめんじょ ( 洗面所 )[lavandino] 172(20)
せんもんがっこう ( 専門学校 )[scuola 

professionale] 102(11)

̶そ̶
ぞう (象 )[elefante] 69(7)
そうか [davvero?] 150(17)
そうじします ( 掃除します )[pulire, 

fare le pulizie] 91(10)
そうたいします ( 早退します )[andarsene 

prima del tempo] 119(13)
そうだん ( 相談 )[consultazione, consiglio, 

colloquio] 157(18)
そうです  così  20(1)
そうですか [davvero?] 35(3)
そうですね [uhm...] 40(3)
そうりだいじん ( 総理大臣 )[Primo Ministro] 149(17)
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そこ [lì, in quel luogo] 25(2)
そして [e poi, inoltre] 56(5)
そちら [lì, in quel luogo] 26(2)
そつぎょうします ( 卒業します )[laurearsi, 

diplomarsi] 144(16)
そつぎょうしき ( 卒業式 )[cerimonia di laurea, 

di diploma] 101(11)
そと ( 外 )[fuori] 150(17)
その [quello] 22(1)
そば anco, lato, accanto  154(18)
そふ ( 祖父 )[nonno] 125(14)
そふぼ ( 祖父母 )[nonni] 160(18)
そぼ ( 祖母 )[nonna] 123(14)
そら ( 空 )[cielo] 135(15)
それ [quello. Pronome] 17(1)
それから [e poi] 49(5)
そんな simile, affatto, in quel modo  157(18)

̶た̶
タイ [Tailandia] 19(1)
～だい ( ～台 ) classi catore per macchinari 

e autoveicoli] 77(8)
だい～ ( 第～ ) pre sso per formare gli ordinali  42(4)
ダイエット [dieta] 149(17)
たいかい ( 大会 ) competizione, congresso  150(17)
だいがく ( 大学 )[università] 24(1)
だいがくいん ( 大学院 )[corso universitario 

di secondo livello] 92(10)
だいがくせい ( 大学生 )[studente universitario] 95(10)
だいこん ( 大根 )[rafano bianco giapponese] 101(11)
たいしかん ( 大使館 )[ambasciata] 123(14)
だいじょうぶな ( 大丈夫な )[va bene] 56(5)
だいすきな ( 大好きな )[amare molto, prediligere] 65(7)
たいせつな ( 大切な )[importante] 160(18)
たいそうします ( 体操します )[fare 

ginnastica  102(11)
だいたい [circa, più o meno] 70(7)
だいどころ ( 台所 )[cucina] 144(16)
だいぶ [notevolmente, abbastanza, molto] 144(16)
たいふう ( 台風 ) tifone  152(17)
たいへんな ( 大変な ) grave, serio, di cile  35(3)
たいわん ( 台湾 ) aiwan  31(2)
たおします ( 倒します )[far cadere, abbassare, 

reclinare] 170(20)
タオル [asciugamano] 20(1)
たおれます ( 倒れます )[cadere, crollare] 162(19)
たかい ( 高い )[alto, costoso] 59(6)

たからくじ ( 宝くじ ) lotteria  164(19)
たくさん [molto, tanto, in abbondanza] 47(4)
タクシー [taxi] 45(4)
だけ [solo, soltanto] 57(6)
だけど [ma, però] 167(19)
だします ( 出します ) tirar fuori, far uscire, spedire  79(8)
ただいま [adesso, ora, sono tornato!] 41(4)
ただしい ( 正しい ) giusto, esatto  167(19)
～たち su sso per indicare il plurale  47(4)
たちます ( 立ちます )[stare in piedi] 115(13)
たちます ( 建ちます )[essere costruito] 166(19)
たてもの ( 建物 ) edi cio  68(7)
たな ( 棚 ) scaffale, mensola  21(1)
たぬきうどん [tanuki udon] 111(12)
たのしい ( 楽しい )[divertente] 59(6)
たのしみな ( 楽しみな )[divertente, non vedere 

l’ora] 137(16)
たのみます ( 頼みます )[chiedere, domandare, 

a dare, incaricare  109(12)
たばこ sigaretta, tabacco  105(12)
たぶん [forse] 128(14)
たべます ( 食べます )[mangiare] 49(5)
たべもの ( 食べ物 )[cibo] 70(7)
たまご ( 卵 )[uova] 51(5)
たまごやき ( 卵焼き ) frittata  72(7)
だめな non adatto, inutile, impossibile  167(19)
だれ [chi] 19(1)
だれか ( 誰か )[qualcuno] 80(8)
たんじょうび ( 誕生日 )[compleanno] 42(4)
ダンス [danza, ballo] 84(9)
だんだん [a poco a poco, gradualmente] 135(15)

̶ち̶
ちいさい (小さい )[piccolo] 61(6)
ちか ( 地下 ) sotterraneo, sottosuolo  30(2)
ちかい ( 近い )[vicino] 57(6)
ちかく ( 近く )[vicino. Avverbio] 93(10)
ちがいます sbagliato, non esatto  20(1)
ちかてつ ( 地下鉄 )[metropolitana] 45(4)
チケット biglietto  53(5)
ちず ( 地図 ) cartina, mappa, piantina  86(9)
ちち ( 父 )[papà] 42(4)
チャーハン [riso alla cantonese] 104(11)
ちゃいろ ( 茶色 )[marrone, castano] 69(7)
ちゃいろい ( 茶色い )[marrone, castano] 61(6)
ちゃわん ( 茶わん )[ciotola, scodella, tazza] 173(20)
～ちゅう ( ～中 )[nel mezzo, durante] 88(9)
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ちゅういします ( 注意します ) fare attenzione   
 156(18)
ちゅうがく ( 中学 )[scuola media] 144(16)
ちゅうかりょうり ( 中華料理 )[cucina cinese] 122(14)
ちゅうごく ( 中国 )[Cina] 18(1)
ちゅうし ( 中止 )[interruzione, sospensione] 168(19)
ちゅうしゃ ( 注射 )[iniezione] 113(13)
ちゅうしゃじょう ( 駐車場 )[parcheggio] 109(12)
ちょうし ( 調子 )[condizione] 59(6)
チョコレート cioccolato, cioccolatino  67(7)
ちょっと [un po’] 54(5)

̶つ̶
～つ classi catore generico  76(8)
つうきんラッシュ ( 通勤ラッシュ )[orario 

di punta] 149(17)
つうしんはんばい ( 通信販売 )[vendita 

per corrispondenza] 87(9)
つうやく ( 通訳 )[interpretariato] 131(15)
つかいます ( 使います )[usare] 56(5)
つかれます ( 疲れます ) stancarsi, affaticarsi  60(6)
つき ( 月 )[luna] 157(18)
つぎ ( 次 )[prossimo] 128(14)
つきます ( 着きます )[arrivare] 149(17)
つきます ( ※電気 )[essere acceso. Es. la luce] 170(20)
つくえ ( 机 )[scrivania] 20(1)
つくります ( 作ります )[fare, costruire] 51(5)
つけます [accendere] 114(13)
つち ( 土 )[terra, terreno] 51(5)
つづけます ( 続けます ) continuare  165(19)
つとめます ( 勤めます )[lavorare, 

essere impiegato] 155(18)
つま ( 妻 )[la propria moglie] 24(1)
つめたい ( 冷たい )[freddo] 63(6)
つよい ( 強い )[forte] 168(19)
つらい ( 辛い )[penoso, duro, doloroso] 144(16)
つります ( 釣ります )[pescare] 116(13)

̶て̶
て (手 )[mano] 51(5)
ていか ( 定価 ) prezzo sso  134(15)
ていしゅつします ( 提出します )[presentare, 

consegnare] 119(13)
ていしょく ( 定食 ) men  a prezzo sso  93(10)
ティッシュ fazzoletto di carta  167(19)

テープ cassetta  21(1)
テーブル [tavolo] 74(8)
でかけます ( 出かけます )[uscire] 96(10)
てがみ ( 手紙 ) lettera  50(5)
テキスト [libro di testo, manuale] 20(1)
できます [potere] 129(15)
でぐち ( 出口 )[uscita] 28(2)
デザート [dessert] 93(10)
デジタルカメラ macchina fotogra ca digitale  82(9)
てじな ( 手品 ) gioco di prestigio  133(15)
てすうりょう ( 手数料 )[commissione] 134(15)
テスト [esame] 37(3)
てちょう ( 手帳 )[taccuino, agendina] 22(1)
てつだい ( 手伝い )[aiuto, assistenza] 117(13)
てつだいます ( 手伝います )[aiutare] 99(11)
てつや ( 徹夜 ) veglia, notte in bianco  138(16)
テニス [tennis] 50(5)
では [quindi, allora] 31(2)
デパート [grande magazzino] 26(2)
てぶくろ ( 手袋 ) guanti  126(14)
でます ( 出ます )[uscire, venire fuori] 135(15)
でも [però] 104(11)
テレビ [televisione, TV] 20(1)
テレビショッピング acquisti in  87(9)
てんいん ( 店員 )[commesso] 31(2)
てんき ( 天気 )[tempo] 59(6)
でんき ( 電気 ) elettricit , luce  141(16)
でんしじしょ ( 電子辞書 ) dizionario elettronico  62(6)
でんしゃ ( 電車 )[treno, tram] 45(4)
てんぷらそば (天ぷらそば )[soba con tempura]111(12)
でんわ ( 電話 )[telefono] 50(5)
でんわばんごう ( 電話番号 )[numero di telefono]  
 172(20)

̶と̶
ど (土 )[abbreviazione di sabato] 47(4)
～ど ( ～度　※熱 )[grado di febbre] 120(13)
～ど ( ～度　※回数 )[volta] 138(16)
ドア [porta] 109(12)
ドイツ [Germania] 30(2)
トイレ gabinetto, bagno  28(2)
どう [come] 55(5)
どういたしまして di niente, non c’  di che  148(17)
とうきょうタワー ( 東京タワー ) orre di  62(6)
どうしたんですか cosa  successo  120(13)
どうして perch . ronome interrogativo  144(16)
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どうしても a tutti i costi, assolutamente  113(13)
どうしましたか come mai , cosa  successo  82(9)
どうしようかな [non saper cosa fare, cosa faccio?] .134(15)
どうすれば [come fare?] 157(18)
どうぞ [prego] 17(1)
どうぞ ( ええ、どうぞ )[sì, la prego!] 119(13)
どうですか [cosa ne pensa?, Le va bene?] 55(5)
どうぶつ ( 動物 )[animale] 69(7)
どうぶつえん ( 動物園 )[zoo] 80(8)
どうも [grazie] 99(11)
どうやって [come?, in che modo?] 135(15)
どうろ ( 道路 )[strada, via] 156(18)
とおい ( 遠い )[lontano] 63(6)
とおく ( 遠く )[lontano. Avverbio] 159(18)
とおります ( 通ります )[passare] 116(13)
とかい ( 都会 ) grande citt , metropoli  149(17)
とき [momento, quando] 141(16)
ときどき [a volte, di tanto in tanto] 72(7)
ドキドキします [avere il cuore in gola] 150(17)
とくいな ( 得意な )[punto forte, essere bravo in] 128(14)
とくぎ ( 特技 ) abilit  particolare  133(15)
どくしょ ( 読書 ) lettura  23(1)
どくしん ( 独身 )[singolo, non sposato] 100(11)
とけい ( 時計 )[orologio] 20(1)
どこ dove. ronome interrogativo  25(2)
どこか [da qualche parte] 83(9)
どこでも [dovunque] 119(13)
ところ [posto, luogo] 104(11)
とし ( 年 )[anno] 173(20)
としうえ ( 年上 )[maggiore, superiore d’età] 95(10)
としょかん ( 図書館 )[biblioteca] 26(2)
としょしつ ( 図書室 )[sala di biblioteca] 26(2)
とちゅう ( 途中 )[strada facendo, nel mentre] 117(13)
どちら dove, quale. ronome interrogativo 

per due opzioni] 19(1)
どちらでも [entrambi] 119(13)
とっても [molto, estremamente] 150(17)
とても [molto] 59(6)
とどきます ( 届きます )[arrivare, giungere] 118(13)
どなた chi. ronome interrogativo, formale  19(1)
となり [accanto, vicino] 74(8)
どの [quale, che] 95(10)
どのくらい ( どのぐらい )[quanto. Pronome 

interrogativo  78(8)
とびます ( 飛びます )[volare] 89(10)
トマト [pomodoro] 68(7)
とまります ( 止まります )[fermarsi] 170(20)

とまります ( 泊まります ) pernottare  118(13)
とめます ( 止めます )[fermare] 106(12)
ともだち ( 友だち )[amico, amici] 45(4)
どようび ( 土曜日 )[sabato] 36(3)
トラ tigre  69(7)
ドライヤー [asciugacapelli] 170(20)
ドラマ ction televisiva  150(17)
とり ( 鳥 )[uccello] 73(8)
とります ( 撮ります ) scattare una foto  50(5)
とります ( 取ります )[prendere] 84(9)
どれ quale. ronome interrogativo, tra due opzioni  22(1)
どれか quale. ronome inde nito  99(11)
どれくらい [quanto tempo?, da quanto tempo?] 104(11)
とれます ( 取れます )[staccarsi] 170(20)
どんな quale, di che tipo. ronome interrogativo  61(6)

̶な̶
ナイフ [coltello] 51(5)
なおします ( 直します )[riparare, aggiustare] 126(14)
なおります ( 治ります )[guarire] 56(5)
なおります ( 直ります )[essere riparato, 

recuperare] 118(13)
なか ( 中 )[dentro] 68(7)
ながい ( 長い )[lungo] 59(6)
ながします ( 流します )[versare, far scorrere] 170(20)
ながれます ( 流れます )[scorrere, circolare] 170(20)
なつ ( 夏 )[estate] 57(6)
なっとう ( 納豆 ) natt  138(16)
なつやすみ ( 夏休み ) vacanze estive  128(14)
なに／なん ( 何 ) quale, cosa. ronome interrogativo  21(1)
なにか ( 何か ) qualche cosa. ronome inde nito  54(5)
なふだ ( 名札 ) targa, targhetta  173(20)
なべ [pentola, tegame] 103(11)
なまえ ( 名前 )[nome] 99(11)
ならいます ( 習います )[apprendere, studiare] 84(9)
ならびます ( 並びます ) fare la la, essere 

a anco  109(12)
ならべます ( 並べます )[sistemare, ordinare, 

mettere in la  173(20)
なります ( 鳴ります )[suonare] 128(14)
なります ( ※変化 )[diventare] 129(15)
なれます ( 慣れます )[abituarsi] 144(16)
なんがい ( 何階 )[a quale piano] 30(2)
なんがつなんにち ( 何月何日 )[che giorno 

e che mese?] 41(4)
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なんじ ( 何時 )[a che ora?] 33(3)
なんでも ( 何でも ) tutto, qualsiasi cosa  111(12)
なんようび ( 何曜日 ) che giorno della settimana  36(3)

 
̶に̶

にあいます ( 似合います )[stare bene addosso]   
127(14)
にがてな ( 苦手な )[non essere portato in qualcosa] 72(7)
にぎやかな [animato, frequentato] 57(6)
にく ( 肉 )[carne] 100(11)
～にち ( か )( ～日 ) su sso per i giorni 

della settimana  41(4)
にちようび ( 日曜日 )[domenica] 36(3)
にっき ( 日記 )[diario] 47(4)
にほん ( 日本 )[Giappone] 18(1)
にもつ ( 荷物 )[bagaglio, valigia] 79(8)
にゅうがくがんしょ ( 入学願書 )[domanda 

di ammissione scolastica  123(14)
にゅうがくしき ( 入学式 )[cerimonia di ammissione 

scolastica universitaria  42(4)
にゅうがくしけん ( 入学試験 )[esame 

di ammissione] 130(15)
ニュース notizia, informazione  71(7)
にわ ( 庭 )[giardino] 123(14)
～にん ( り )( ～人 ) classi catore di persone  73(8)
にんぎょう ( 人形 )[bambola] 31(2)

̶ぬ̶
ぬぎます (脱ぎます ) spogliarsi, togliersi i vestiti  114(13)

̶ね̶
ねえ [ehi!] 150(17)
ネクタイ cravatta  51(5)
ねこ ( 猫 ) gatto  66(7)
ねつ ( 熱 )[febbre] 120(13)
ねます ( 寝ます ) dormire, andare a letto  36(3)
ねむい ( 眠い )[assonnato, avere sonno] 108(12)
～ねん ( ～年 ) classi catore per gli anni  68(7)

̶の̶
ノート [quaderno] 20(1)
のせます mettere su, posare  173(20)
のど [gola] 108(12)
のぼります ( 登ります )[salire, scalare] 138(16)
のみます ( 飲みます )[bere] 50(5)
のります ( 乗ります )[salire su un mezzo 

di trasporto] 91(10)

̶は̶
は (歯 )[dente] 97(11)
バーゲンセール [svendita, saldo, liquidazione] 64(6)
パーセント [per cento] 134(15)
パーティー [festa, party] 59(6)
～はい ( ばい )( ～杯 ) classi catore per bicchieri 

e coppe] 79(8)
はい [sì] 18(1)
バイク motocicletta  21(1)
はいざら ( 灰皿 )[portacenere] 122(14)
はいしゃ ( 歯医者 ) dentista  101(11)
バイト lavoro part time  93(10)
はいります ( 入ります )[entrare] 84(9)
パイロット [pilota] 164(19)
はがき [cartolina] 77(8)
はきます calzare, mettere le scarpe  86(9)
はさみ [forbici] 51(5)
はし bacchette per mangiare  49(5)
はじまります ( 始まります )[iniziare] 36(3)
はじめ ( はじめ )[inizio] 106(12)
はじめて ( 初めて )[per la prima volta] 157(18)
はじめに [all’inizio ] 141(16)
はじめまして [piacere] 17(1)
はじめます ( 始めます )[cominciare, iniziare] 91(10)
ばしょ ( 場所 )[posto, luogo] 119(13)
はしります ( 走ります )[correre] 90(10)
バス [autobus] 41(4)
パスポート [passaporto] 141(16)
パソコン [computer] 56(5)
はたち [vent’anni] 19(1)
はたらきます ( 働きます )[lavorare] 36(3)
はっきり chiaramente, distintamente, nettamente  141(16)
パック [confezione, involucro, contenitore] 167(19)
はと ( 鳩 )[piccione, colombo] 73(8)
はな ( 花 ) ore  122(14)
はなうた ( 鼻歌 )[canto a bocca chiusa] 103(11)
はなし ( 話 )[storia, discorso] 71(7)
はなします ( 話します )[parlare] 90(10)
はなたば ( 花束 ) mazzo di ori  126(14)
バナナ [banana] 31(2)
はなび ( 花火 ) fuochi arti ciali  116(13)
はなみ ( 花見 ) ammirare i ori di ciliegio  159(18)
はは ( 母 )[madre, mamma] 42(4)
ははのひ ( 母の日 )[festa della mamma] 42(4)
はブラシ ( 歯ブラシ ) spazzolino per i denti  172(20)
はやい [veloce] 57(6)
はやく ( 早く )[presto. Avverbio] 96(10)
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はやくちことば ( 早口言葉 )[scioglilingua] 133(15)
はります attaccare, incollare  102(11)
はる ( 春 )[primavera] 67(7)
はれ ( 晴れ )[bel tempo] 59(6)
バレーボール [pallavolo] 23(1)
はれます ( 晴れます )[fare bel tempo, 

essere sereno] 93(10)
バレンタインデー an alentino  42(4)
～はん ( ～半 )[mezzo, metà] 33(3)
ばん ( 晩 ) sera, notte  34(3)
パン [pane] 31(2)
ハンカチ fazzoletto di stoffa  20(1)
ばんごはん ( 晩ご飯 )[cena] 53(5)
ハンサムな [bello. Riferito a uomo] 59(6)
パンダ [panda] 69(7)
ハンバーグ [hamburger] 93(10)

̶ひ̶
ひ (日 )[giorno] 103(11)
ピアノ [pianoforte] 23(1)
ピーマン [peperone] 66(7)
ビール [birra] 103(11)
ひえます ( 冷えます ) raffreddarsi, 

diventare freddo] 176(20)
ひきだし ( 引き出し ) cassetto  170(20)
ひきます ( 弾きます )[suonare uno strumento] 54(5)
ひきます ( 引きます ) tirare  91(10)
ひくい ( 低い )[basso] 62(6)
ひこうき ( 飛行機 )[aereo] 45(4)
ひごろ ( 日頃 )[da molto tempo] 150(17)
ピザ [pizza] 105(12)
ビザ [visto] 123(14)
びじゅつかん ( 美術館 )[museo d’arte, pinacoteca] 49(5)
ひだり ( 左 )[sinistra] 135(15)
ひっこします ( 引越します )[traslocare] 96(10)
ひつような ( 必要な )[necessario] 157(18)
ビデオ [video] 52(5)
ビデオテープ videocassetta  122(14)
ひと ( 人 )[persona] 61(6)
ひとりぐらし ( 一人暮し )[vivere da solo] 71(7)
ひとりで ( 一人で )[da solo] 46(4)
ビニールぶくろ ( ビニール袋 ) sacchetto 

di plastica  171(20)
ひまな ( 暇な )[libero, poco impegnato] 58(6)
ひも [corda, cordoncino] 171(20)
ひやします ( 冷やします ) raffreddare, 

mettere in fresco  176(20)

びよういん ( 美容院 )[parrucchiere] 101(11)
びょういん ( 病院 )[ospedale] 35(3)
びょうき ( 病気 ) malattia, malato  158(18)
ひらがな [hiragana] 70(7)
ひる ( 昼 )[mezzogiorno] 34(3)
ビル edi cio  68(7)
ひるごはん ( 昼ご飯 )[pranzo] 53(5)
ひるやすみ ( 昼休み )[pausa pranzo] 85(9)
ひろい ( 広い )[ampio, spazioso] 63(6)
びん bottiglia  167(19)
ピンポン [ping-pong] 23(1)

̶ふ̶
～ぶ (～分　※熱 )[decimo di febbre] 120(13)
FAX[fax] 123(14)
ファミリーレストラン [family restaurant] 93(10)
フィルム [pellicola, rullino] 122(14)
ブーツ stivali  94(10)
ふうとう ( 封筒 )[busta] 124(14)
プール [piscina] 79(8)
フェリー traghetto, ferr boat  46(4)
フォーク forchetta  51(5)
ふきます ( 吹きます ) so are, spirare, tirare  103(11)
ふく ( 服 )[abito, indumento] 31(2)
ふくしゅうします ( 復習します )[ripassare, 

ripetere] 140(16)
ふくろ ( 袋 )[sacco, busta] 171(20)
ふじさん ( 富士山 )[Monte Fuji] 138(16)
ふた [coperchio] 170(20)
ぶちょう ( 部長 ) capou cio, caposezione  130(15)
ふつうな ( 普通な )[normale, ordinario] 130(15)
ぶっか ( 物価 )[costo della vita] 71(7)
ふでばこ ( 筆箱 )[portapenne, astuccio] 23(1)
ふとい ( 太い )[grosso, spesso] 71(7)
ぶどう [uva] 53(5)
ふどうさん ( 不動産 )[bene immobile] 96(10)
ふとります ( 太ります )[ingrassare] 165(19)
ふとん [futon] 167(19)
ふなびん ( 船便 )[via nave] 79(8)
ふね ( 船 )[barca, nave] 45(4)
ふゆ ( 冬 )[inverno] 64(6)
ブラジル [Brasile] 19(1)
フランス [Francia] 30(2)
フリーマーケット [libero mercato] 87(9)
プリクラ [foto in cabina] 135(15)
ふります ( 降ります )[piovere] 90(10)
プリント [stampa, copia] 115(13)
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ふるい ( 古い )[vecchio] 61(6)
フルート auto  140(16)
プレイガイド agenzia di vendita di biglietti  53(5)
プレゼント [regalo] 121(4)
～ふん ( ぷん )( ～分 ) classi catore per i minuti  33(3)
ぶん ( 文 )[frase] 55(5)
～ぶん ( ～分 ) parte, quantit  120(13)
ぶんかのひ ( 文化の日 )[festa della cultura] 42(4)
ぶんぼうぐ ( 文房具 ) articoli di cancelleria  32(2)

̶へ̶
へいじつ (平日 ) giorno lavorativo  140(16)
ぺこぺこな essere affamato  111(12)
へたな ( 下手な )[non essere bravo in qualcosa] 66(7)
ペット animale domestico  134(15)
ベトナム [Vietnam] 18(1)
へび [serpente] 66(7)
へや ( 部屋 )[stanza] 59(6)
ペン [penna] 20(1)
べんきょうします ( 勉強します )[studiare] 33(3)
へんこう ( 変更 ) cambiamento, modi ca  134(15)
ベンチ [panca, panchina] 73(8)
べんとう ( 弁当 ) cestino da pranzo  163(19)
へんな ( 変な )[strano] 172(20)
べんりな ( 便利な ) comodo, conveniente, pratico  59(6)

̶ほ̶
ほう marca del comparativo  68(7)
ぼうえき ( 貿易 )[commercio] 160(18)
ほうかご ( 放課後 )[dopo la lezione] 127(14)
ぼうし ( 帽子 )[cappello] 22(1)
ホール [hall, sala] 136(15)
ボール [palla] 106(12)
ボールペン [penna a sfera] 21(1)
ほかに ( 他に )[oltre a, in altro modo] 157(18)
ほかの ( 他の )[altro] 119(13)
ぼく ( 僕 )[io] 48(4)
ほし ( 星 )[stella] 152(17)
ほしい marca del desiderativo  81(9)
ボタン bottone, pulsante  102(11)
ホッチキス [cucitrice, spillatrice] 51(5)
ホテル [albergo] 63(6)
ほら [guarda!] 101(11)
ホラー lm horror  54(5)
ホワイトボード [lavagna per pennarelli] 21(1)

～ほん ( ぽん／ぼん )( ～本 ) classi catore 

per oggetti lunghi e sottili  76(8)
ほん ( 本 )[libro] 17(1)
ほんじつ ( 本日 )[oggi] 105(12)
ほんだな ( 本棚 ) scaffale per libri, libreria  75(8)
ほんとうに ( 本当に )[davvero, veramente] 72(7)

̶ま̶
まあまあな [così così] 149(17)
～まい ( ～枚 ) classi catore per oggetti piatti  77(8)
まいあさ ( 毎朝 ) tutte le mattine  33(3)
まいしゅう ( 毎週 ) tutte le settimane  43(4)
まいつき ( 毎月 ) tutti i mesi  43(4)
まいど tutte le volte  31(2)
まいとし ( 毎年 ) tutti gli anni  43(4)
まいにち ( 毎日 ) tutti i giorni  36(3)
まいばん ( 毎晩 ) tutte le sere  36(3)
まえ ( 前 ) prima, davanti  33(3)
まえがみ ( 前髪 ) frangetta  175(20)
まがります ( 曲がります )[piegarsi, curvarsi, 

girare, voltare] 135(15)
マグロ [tonno] 72(7)
まじめな [serio, diligente] 63(6)
まず innanzitutto, per prima cosa  157(18)
まずい cattivo al gusto  100(11)
また [ancora, di nuovo] 85(9)
まだ [non ancora] 53(5)
まだまだ per niente, affatto  136(15)
まち ( 町 ) citt , quartiere  57(6)
まちあわせ ( 待ち合わせ )[appuntamento] 114(13)
まちがえます ( 間違えます )[sbagliare] 167(19)
まちます ( 待ちます ) aspettare  91(10)
まっすぐ dritto  135(15)
まど ( 窓 ) nestra  20(1)
まどガラス ( 窓ガラス ) vetro di una nestra  170(20)
まどぐち ( 窓口 )[sportello] 134(15)
マナー [buone maniere, modi] 117(13)
まにあいます ( 間に合います )[fare in tempo] 149(17)
マフラー [sciarpa] 127(14)
まもります ( 守ります )[proteggere, difendere] 117(13)
まるい ( 丸い )[tondo] 70(7)
まわします ( 回します )[far girare, girare] 135(15)
まんかい ( 満開 ) piena oritura  159(18)
マンション [appartamento, palazzo] 63(6)
まんなか ( 真ん中 ) nel centro esatto  160(18)
まんねんひつ ( 万年筆 ) penna stilogra ca  125(14)
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̶み̶
みがきます ( 磨きます ) lavarsi i denti, spazzolare  97(11)
みかん [mandarino] 65(7)
みぎ ( 右 )[destra] 75(8)
みぎはし ( 右はし )[estremità destra] 160(18)
みじかい ( 短い )[corto, breve] 70(7)
みず ( 水 )[acqua] 21(1)
みせ ( 店 )[negozio] 35(3)
みせます ( 見せます )[mostrare] 99(11)
みち ( 道 )[strada, via] 123(14)
ミックスピザ pizza con diversi condimenti  111(12)
みつぼし ( 三つ星 )[a tre stelle] 138(16)
みどり ( 緑 )[verde] 69(7)
みなさん tutti voi, voi  71(7)
みなとまち ( 港町 ) citt  portuale  166(19)
みなみ ( 南 )[sud] 64(6)
ミニスカート [minigonna] 164(19)
みます ( 見ます )[vedere, guardare] 49(5)
みみ ( 耳 )[orecchio] 71(7)
みんな tutti  93(10)

̶む̶
むかし (昔 )[una volta, tanto tempo fa] 130(15)
むぎちゃ ( 麦茶 ) t  d’orzo tostato  101(11)
むし ( 虫 ) insetto  66(7)
むずかしい ( 難しい ) di cile  58(6)
むすめ ( 娘 ) glia, ragazza  24(1)
むり ( 無理 )[assurdità, irragionevolezza] 110(12)
むりな ( 無理な )[impossibile, assurdo] 119(13)

̶め̶
め (目 )[occhio] 71(7)
～めいさま ( ～名様 ) classi catore per persone. 

Formale] 112(12)
めがね [occhiali] 20(1)
めざましどけい ( 目覚し時計 )[sveglia] 135(15)
メニュー [menu] 93(10)
メモ [appunto] 172(20)
めんせつ ( 面接 )[colloquio, intervista] 96(10)

̶も̶
もう [già, ormai] 53(5)
もうしこみ ( 申し込み )[domanda] 133(15)
もうしこみます ( 申し込みます )[presentare 

una domanda] 134(15)
もういちど ( もう一度 )[ancora una volta] 88(9)
もうすぐ [tra poco] 144(16)
もうひとつ ( もう一つ )[ancora uno] 135(15)

もえます ( 燃えます )[bruciare, ardere] 167(19)
もく ( 木 )[abbreviazione di giovedì] 40(3)
もくようび ( 木曜日 )[giovedì] 36(3)
もしもし [pronto!] 96(10)
もちます ( 持ちます )[avere, tenere in mano] 86(9)
もっと [più] 87(9)
もどります ( 戻ります )[tornare] 119(13)
もの cosa, oggetto  106(12)
もらいます [ricevere] 121(14)
もんだい ( 問題 )[problema, domanda] 59(6)
もんだいしゅう ( 問題集 )[libro degli esercizi] 175(20)

̶や̶
～や (～屋 ) su sso per indicare un negozio  52(5)
やおや ( 八百屋 ) fruttivendolo  53(5)
やきます ( 焼きます ) cuocere, arrostire  131(15)
やきゅう ( 野球 )[baseball] 23(1)
やくそく ( 約束 )[promessa, accordo] 76(8)
やくにたちます ( 役に立ちます ) essere utile  
160(18)
やこうバス ( 夜行バス ) pullman notturno  46(4)
やさい ( 野菜 )[verdura] 52(5)
やさしい ( 易しい )[facile] 58(6)
やさしい ( 優しい ) affettuoso, gentile  61(6)
やすい ( 安い )[economico, poco caro] 62(6)
やすみ ( 休み )[vacanza] 37(3)
やすみます ( 休みます )[riposare, riposarsi] 36(3)
やちん ( 家賃 ) a tto  62(6)
ヤッタ－ [evviva! E vai!] 32(2)
やぶります ( 破ります )[strappare, lacerare] 171(20)
やぶれます ( 破れます )[strapparsi, lacerarsi] 171(20)
やま ( 山 )[montagna] 144(16)
やります [fare, dare. Informale] 127(14)

̶ゆ̶
ゆうえんち ( 遊園地 )[luna park] 47(4)
ゆうがた ( 夕方 )[sera, serata] 35(3)
ゆうしょうします ( 優勝します )[vincere] 168(19)
ゆうびんきょく ( 郵便局 ) u cio postale  28(2)
UFO[ufo] 139(16)
ゆうべ [ieri sera] 38(3)
ゆうめいな ( 有名な )[famoso, celebre] 58(6)
ゆうれい [fantasma, spirito] 138(16)
ゆき ( 雪 )[neve] 59(6)
ゆっくり [lentamente] 99(11)
ゆびわ ( 指輪 )[anello] 123(14)
ゆめ ( 夢 )[sogno] 131(15)
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̶よ̶
ようこそ [benvenuto!] 24(1)
ようじ ( 用事 ) impegno, affare  76(8)
ヨーグルト [yogurt] 93(10)
よかったですね [che bello!, meno male!] 56(5)
よく [bene, spesso] 70(7)
よこ ( 横 ) lato, anco  74(8)
よごします ( 汚します )[sporcare, macchiare] 171(20)
よごれます ( 汚れます )[sporcarsi] 171(20)
よていひょう ( 予定表 ) programma, itinerario  172(20)
よびます ( 呼びます )[chiamare] 91(10)
よみち ( 夜道 ) strada notturna, camminare di notte  63(6)
よみます ( 読みます )[leggere] 50(5)
よやくします ( 予約します )[prenotare] 124(14)
よる ( 夜 ) notte  34(3)
よろしく [piacere di conoscerla] 17(1)
よわい ( 弱い ) debole, acco  119(13)

̶ら̶
ライオン [leone] 69(7)
らいげつ ( 来月 )[il mese prossimo] 41(4)
らいしゅう ( 来週 ) la prossima settimana  43(4)
らいねん ( 来年 )[l’anno prossimo] 43(4)
らくな ( 楽な )[comodo, piacevole] 170(20)
ラジオ [radio] 22(1)
ラジカセ [mangianastri] 95(10)
ランチ [pranzo] 105(12)

̶り̶
りっぱな (立派な ) magni co, eccellente  100(11)
りゅうがくします ( 留学します )[studiare 

all’estero] 158(18)
りょう ( 寮 )[dormitorio, casa dello studente] 71(7)
りょうがえ ( 両替 )[cambio] 134(15)
りょうしん ( 両親 )[genitori] 46(4)
りょうり ( 料理 ) cucina, piatto  23(1)
りょこうします ( 旅行します )[viaggiare] 83(9)

りれきしょ ( 履歴書 )[curriculum vitae] 155(18)
りんご [mela] 31(2)

̶れ̶
れいきん (礼金 )[mensilità a fondo perduto] 157(18)
れいぞうこ ( 冷蔵庫 )[frigorifero] 172(20)
れきし ( 歴史 )[storia] 123(14)
レコード [disco] 123(14)
レストラン [ristorante] 26(2)
レバー [leva] 135(15)
レベル [livello] 141(16)
レポート [rapporto, relazione, tesina, tema] 50(5)
れんしゅう ( 練習 )[esercizio] 47(4)
れんらくします ( 連絡します ) contattare  118(13)

̶ろ̶
ろうか (廊下 )[corridoio] 116(13)
ロビー atrio, sala d’attesa, hall  117(13)

̶わ̶
わあ [esclamazione di sorpresa] 67(7)
わーい [oh!, uh!] 173(20)
ワイン [vino] 31(2)
わかい ( 若い )[giovane] 68(7)
わかります [capire] 70(7)
わかれます ( 別れます )[lasciarsi, separarsi] 148(17)
わさび [rafano verde giapponese] 72(7)
わすれます ( 忘れます ) dimenticare  91(10)
わすれもの ( 忘れ物 ) oggetti dimenticati  84(9)
わたし [io] 17(1)
わたします ( 渡します )[consegnare] 149(17)
わたります ( 渡ります ) attraversare  109(12)
わふう ( 和風 ) in stile giapponese  136(15)
わります ( 割ります )[rompere, spaccare] 170(20)
わるい ( 悪い ) cattivo  59(6)
われます ( 割れます )[rompersi, spezzarsi] 170(20)


