
Cuaderno de práctica de kanji para A2.2



Notas sobre el Cuaderno de práctica para kanji “Marugoto” 

El principal objetivo de este cuaderno de práctica es mostrar la forma de escribir los kanji que se 

usan en los libros Marugoto. 

En Marugoto los kanji se estudian no de forma individual, sino como unidades léxicas (palabras). 

Es por esto que, a pesar de que un solo kanji puede tener múltiples significados, en el presente 

cuaderno se mostrará el que concuerda con el Tópico Marugoto en el que aparece por primera 

vez.  

Por ejemplo, el kanji「英」que aparece en la palabra「英語」puede significar también “Inglaterra” 

o “brillante”, pero como en Marugoto se usa para expresar la palabra “inglés” ese es el significado

que se ha escrito. 

Es por esta razón que la lectura del kanji (primera línea) y su significado (segunda línea) se han 

escrito en azul, indicando que uno se corresponde con el otro.   

『まるごと』漢字練習帳について

『まるごと』では、漢字を言葉（語彙）として学習します。

この練習帳では、『まるごと』に出てくる漢字の書き方を紹介します。
一つの漢字にはいろいろな意味がありますが、この練習帳ではその漢字が使われている言葉の意味を
載せています。

たとえば「英語」の「英」には、“Inglaterra” “brillante”などの意味がありますが、この練習帳では
「英語」で使われる漢字なので、「英」の意味は「えい（ご）Inglés」となっています。

このような言葉と意味は青字で示していますので、注意してください。



➊ いい 名前ですね

（じ）こ 

クラスで 自こしょうかいを します。

かぞくを 紹介 します。 

じ（こ） 

しょう（かい） 

自己しょうかいを して ください。 

Yo, sí mismo

Yo, sí mismo

Presentación



（しょう）かい 

な（まえ） 

（な）まえ 

かぞくを 紹介 します。 

いい 名前ですね。 

名前は なんですか。 

Presentación

Nombre

Nombre



い（み） 

（ほん）や 

ちか（く） 

あなたの 名前は どんな意味がありますか。 

私は 本屋で はたらいています。

姉は 私の家の近くにすんでいます。 

Significado

Librería

Cerca



す（みます） 

はたら（きます） 

（~）ばん（め） 

むすこは 東京に住んでいます。 

むすこは パン屋さんで 働いています。 

1 番目のむすめは 本屋で 働いています。 

Vivir

Trabajar

Veces (contador para números ordinales)



➋ めがねを かけている 人です

あね /（お）ねえ（さん） 

なかむらさんの お兄さん 

弟の しゅみは 料理です。 

あに /（お）にい（さん） 

おとうと 

なかむらさんの お姉さん 

Hermano mayor

Hermana mayor

Hermano menor



いもうと 

か（ぞく） 

（か）ぞく 

田中さんの 妹さんは やさしそうです。 

私の 家族は 6 人です。 

私の 家族は 6 人です。 

Hermana menor

Familia

Familia



なが（い） 

みじか（い） 

ひく（い） 

友だちのお姉さんは かみが 長いです。 

私の妹は かみが 短いです。 

うちの いぬは はなが 低くて、足が 短い です。 

Largo/a

Corto/a

Bajo/a



 

 

  

 

うた（います） 

しゅみは 歌を歌うことです。 

Cantar

新しい読み方 

上
この 店は 有名 です。 

弟の しゅみは 料理です。とくに カレーが 上手です。

じょう（ず）  

手
この 店は 有名 です。 

弟の しゅみは 料理です。とくに カレーが 上手です。

（じょう）ず （初級１ topic8） 

Hábil, ser bueno/a en algo

Hábil, ser bueno/a en algo



➌ おすすめは 何ですか

ちゅう（もん） 

あの 店は いつも 客が 多いです。 

きゃく 

（ちゅう）もん 

 飲み物を 注文 しましょう。 

ご注文は おきまりですか。 

Cliente, visitante

Pedido

Pedido



よう（しょく） 

わ（しょく） 

ぎゅう（にく） 

兄は 洋食 が 好きです。 

昨日は 和食を 食べました。 

牛肉の 料理を よく 食べます。 

Comida occidental

Comida japonesa

Carne de vaca



ち（ほう） 

（ち）ほう 

ゆう（めい） 

この店は 有名な 和食のレストランです。 

この 地方の 料理を 食べましょう。 

この 地方の 料理を 食べましょう。 

Famoso/a

Tierra, región

Tierra, región



なま 

つめ（たい） 

生の 野菜も 食べたいです。 

冷たい のみものを 注文します。 

Frío (para objetos)

Crudo



 

 

新しい読み方 

食
この 店は 有名 です。 

（わ）しょく、（よう）しょく

（ゆう）めい

名
この 店は 有名 です。 

あの店は 有名な 和食のレストランです 

あの店は 有名な 和食のレストランです 

Comida japonesa, comida occidental

Famoso/a



➍ どうやって 食べますか

しお 

朝ごはん は いつも ご飯と みそしるです。 

（ご）はん 

スープに 塩を 入れましょう。

全部　食べてくださいね。

ぜん（ぶ） 

Arroz

Sal 

Todo



（ぜん）ぶ 

あつ（い） 

にが（て） 

全部 食べてくださいね。 

この スープは とても 熱そう ですね。 

熱い 料理は 苦手です。 

Todo

Caliente (para objetos)

Torpe, ser malo en algo



 

 

新しい読み方 

いい 食べ方を おしえて ください。 

入 コーヒーに ミルクを 入れます。

い（れます） 

方 
（～）かた 

Forma de/manera de

Meter, introducir



➎ ぼうしを 持っていった ほうが いいですよ

しま 

森に 行く ツアーを よやくしました。 

もり 

（し）ぜん 

明日は 島に 行きます。 

 自然が ゆたかです。 

Bosque

Isla

Naturaleza



ふね 

あつ（い） 

かえ（ります） 

船で おきなわに 行きました。 

日本の 8 月は とても 暑いです。 

ビーチから ホテルに 帰ります。 

Barco

Caluroso (tiempo)

Volver



よ（やく）（します） 

（よ）やく（します）

Reserva, hacer una reserva

うん（てん）（します） 

Conducir

ひこうきを はやく 予約したほうが いいですよ。

森に 行く ツアーを 予約しました。 

 車を 運転　します。

Reserva, hacer una reserva



 

 

 

 

（うん）てん（します） 

Conducir

 ふだん あまり 車を 運転しません。 

新しい読み方 

木 
き

し（ぜん） 

中 
（～）ちゅう、（りょこう）ちゅう

Durante/mientras/en medio de, durante el viaje

おきなわは 花や 木が きれいです。 

Árbol 

自然が たくさん あります。 自 Naturaleza

旅行中、とても 暑かったです。 



❻ イルカの ショーが 見られます。

（かん）こう 

Turismo

町の 中を 観光 します。

かん（こう） 

Turismo

おきなわは 観光地 です。 

この 車は 男性に 人気が あります。 

（じょ）せい、（だん）せい 

Mujer, hombre



どう（ぶつ） 

Animal
めずらしい 動物を みました。 

（どう）ぶつ 

む（りょう） 

Gratis

動物が たくさん います。 

小さい 子どもは 無料です。

（どう）ぶつ 

Animal



（む）りょう、りょう（きん） 

Gratis, tarifa
小さい 子どもは 無料です。 

あか（るい） 

Luminoso/claro

べん（り） 

Útil

明るい へや です。 

買いものに 便利です。 



 

 

新しい読み方 

女 
じょ（せい）

Mujer

（べん）り 

Útil
ちかくて、便利です。 

女性が とても 多いです。 

男性に 人気が あります。 男 
だん（せい）

Hombre



 

 

空気が きれいです。 

おきなわは 一年中 人が 多いです。 

空 
くう（き）

Aire

中 
（～）じゅう、（いちねん）じゅう

Durante/mientras/en medio de, todo el año



➐ 雨がふったら、どう しますか

（うけ）つけ 

Recepción

私は 受付の 仕事を します。

うけ（つけ） 

Recepción

（ひろ）ば 

Plaza

広場で ぼんおどりを おどります。 

受付に 行って ください。 



もん（だい） 

Problema

（もん）だい 

Problema

おな（じ） 

Igual
去年と 同じ 時間ですか。 

むずかしい 問題です。 

問題は ありません。



あつ（まります） 

Juntarse, reunirse

はじ（まります） 

Empezar

お（わります） 

Terminar
仕事は 何時に 終わりますか。 

仕事は 8 時半に 始まります。 

8 時に 広場に 集まって ください。 



 

おし（えます） 

Explicar, enseñar, contar

私の 姉は ぼんおどりを 教えます。 

新しい読み方 
（ちゅう）し（する） 

Suspender, parar de hacer algo止

め

雨が ふったら イベントは 中止します。 



➑ コンサートは もう 始まりましたか

さん（か）（しゃ） 

Participante

日本には いろいろな 祭りがあります。 

日本祭りの 参加者は 500 人でした。

まつ（り） 

Festival tradicional japonés

（さん）か（しゃ） 

Participante

日本祭りの 参加者は 500 人でした。



いそ（ぎます） 

Darse prisa

急いで きてください！ 

き（めます） 

Decidir

祭りのルールを 決めましょう。 

（さん）（か）しゃ 

Participante

日本祭りの 参加者は 500 人でした。 



し（ります） 

Saber, conocer

コンサートが 何時に始まるか、知っていますか。



➒ お正月は どう していましたか

おや 

Padres

正月は ひさしぶりに 帰国します。 

お祭りのじゅんびが 忙しくて大変です。 

しょう（がつ） 

Primer mes de año nuevo

いそが（しい） 

Ocupado/a

親が 喜ぶと 思います。 



とく（べつ） 

Especial

（とく）べつ 

Especial

よろこ（びます） 

Alegrarse

今日は 特別な 休みです。

お正月は 特別な 休みです。 

親が 喜ぶと 思います。 



➓ いい ことが ありますように

せい（ちょう） 

Crecimiento, madurar

七五三には 子どもの幸せをねがいます。 

しあわ（せ） 

Felicidad

ねが（い）（ごと） 

Deseo

七五三には 子どもの成長をねがいます。 

 あなたの願い事をここに書いてください。 



ごう（かく） 

Aprobado

（ごう）かく 

Aprobado

し（けん） 

Examen

大学の 入学試験に 合格したいです

友だちの 合格を 願います。 

大学の 入学しけんに 合格したいです。 



（し）けん 

Examen

（～）しき 

Ceremonia (sufijo)

（～）し 

Ciudad (sufijo)

日本語の試験に 合格できますように！ 

毎年 1 月に 成人式が あります。 

私が住んでいる町は 札幌
さっぽろ

市です。 



⓫ そうじ機が こわれて しまったんです

（しょう）ひん 

Mercancía, producto

この店には いろいろな 商品が あります。 

電気製品の サイトを 見ています。 

しょう（ひん） 

Mercancía, producto

（でんき）せい（ひん） 

Aparatos electrónicos

この店には いろいろな 商品が あります。 



（～）き 

Máquina

（てん）いん 

Dependiente

ちょう（し） 

Condición, estado

そうじ機が 動きません。 

この商品の ねだんを 店員に 聞きます。 

そうじ機の 調子がわるいです。 



わる（い） 

Malo/a

かんが（えます） 

Pensar

そうじ機の 調子が悪いです。 

ねだんを 考えて 買います。 



⓬ こっちの 方が 安いです

しょう（エネ） 

Ahorro de energía

このアイロンは 機能が いろいろあります。 

このアイロンは 重いです。 

（き）のう

Función

おも（い） 

Pesado

うちの れいぞうこは 省エネです。 



かる（い） 

Ligero

しず（か） 

Tranquilo/a, silencioso/a

あら（います） 

Lavar

こっちの アイロンは軽いです。 

このそうじ機は 音が 静かです。 

このせんたく機は 洗うとき 音が 静かです。 



 （まん）ぞく（します）  

とても満足しています。 

足
この 店は 有名 です。 

新しい読み方 

とても満足しています。 

まん（ぞく）（します） 

Satisfacer

Satisfacer



⓭ この お寺は 14世紀に たてられました

（きょう）と 

Kioto

京都には お寺が たくさん あります。

京都には 神社も たくさん あります。 

きょう（と） 

Kioto

じん（じゃ） 

Templo sintoísta

京都には お寺が たくさん あります。 



（お）てら 

Templo budista

ぶっ（きょう） 

Budismo

（ぶっ）きょう 

Budismo

お寺を見に行きたいです。 

京都には 仏教の お寺が たくさんあります。 

京都には 仏教の お寺が たくさんあります。 



れき（し） 

Historia

（れき）し 

Historia

せ（かい）/ せい（き） 

Mundo / siglo

日本の歴史に きょうみが あります。

日本の歴史に きょうみが あります。 

このお寺は 世界中から 観光客が 来ます。
８世紀ごろの ものです。



（せ）かい 

Mundo

（ちゅう）しん 

Centro

（～）（せい）き 

Siglo

このお寺は 世界中から 観光客が 来ます。 

町の中心にあるたてものは、神社です。 

８世紀ごろの ものです。 



（～）てき 

Característico de, estilo ～ 

京都は 歴史的な 場所が 多いです。 



⓮ この 絵は とても 有名だそうです

せつ（めい） 

Explicación

ここは 飲食禁止です。 

２かいに むかしの 道具が あります。 

きん（し） 

Prohibido

（どう）ぐ 

Instrumento, utensilio

もういちど 説明してください。 



はく（ぶつ）（かん） 

Museo

（はく）（ぶつ）かん 

Museo

ひつ（よう） 

Necesario

博物館に いきましょう。

博物館の 中は 飲食禁止です。 

この本は少しむずかしいので、じしょが 必要です。 



（ひつ）よう 

Necesario

（～）かい 

Planta/piso (contador)

この本は少しむずかしいので、じしょが 必要です。 

２階にむかしの お茶の道具があります。 



⓯ 電気が ついた ままですよ

かみ 

Papel

だいどころから 油を 流しません。 

会議室
か い ぎ し つ

の 温度は 夏 28 どです。

あぶら 

Aceite

おん（ど） 

Temperatura

紙を むだに しません。 



（おん）ど 

Temperatura

かつ（どう） 

Actividad

（かい）ぎ（しつ） 

Sala de conferencias

会議室
か い ぎ し つ

の 温度は 冬 30 度です。 

どんなエコ活動を していますか？ 

タイラーさんは 今、会議室にいます。



（かい）（ぎ）しつ 

Sala de conferencias

さむ（い） 

(Hacer/tener) frío

（～）てん 

Puntos

タイラーさんは 今、会議室にいます。

ドイツの 冬は 寒いです。 

テストで 100 点をとりました！



 

新しい読み方 

出 さらを 洗うとき、水を たくさん 出しません。

だ（します）  

Sacar/extraer



⓰ フリーマーケットで 売ります

う（ります） 

Vender

服の サイズ がかわりました。 

出張に 必要なものは 私が 貸します。 

ふく 

Ropa

か（します） 

Prestar

フリーマーケットで 子どもの服を 売りました。



かえ（します） 

Devolver

か（わります） 

Cambiar

（～）よう 

Para uso de...

借りた本を 返しに 来ました。 

くつの サイズが 変わりました。 

これは 子ども用の 自転車です。 



⓱ この人、 知っていますか

そつ（ぎょう） 

Graduación

父は 画家です。 

大学を 卒業 しました。 

が（か） 

Pintor

（そつ）ぎょう 

Graduación

大学を 卒業 しました。



びょう（き） 

Enfermedad

わか（い） 

Joven

せん（しゅ） 

Jugador

2 年前、病気で たいへんでした。 

私の母は 若いとき スポーツせん手でした。 

私の母は 若いとき スポーツ選手でした。 



⓲ どんな 子どもでしたか

おっと 

Marido

昨日 テレビで 映画を 見ました。 

夫は 妻に プレゼントを 買いました。 

えい（が） 

Película

つま 

Esposa

夫は つまに プレゼントを 買いました。 



りょう（しん） 

Padres

ふ（べん） 

Inconveniente, inútil

先生や 両親に ほめられました。 

うちに 車が なくて 生活が 不便です。 

ね（ます） 

Dormir

家に 帰ると すぐ 寝て しまいます。 



新しい読み方 

えら（びます） 

Elegir

プレゼントに 赤い バラを 選びました。 



執筆（五十音順） 式部絢子　篠崎摂子
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編集 式部絢子  平川俊助
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