
Cuaderno de práctica de kanji para A2/B1



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。



① スポーツの試合

 じょう 

Lugar
 JF サッカー場へ行きます。 

し（あい） 

Partido, competición
 きのうの試合はどうでしたか。 

（し）あい 

Partido, competición

きのうの試合はどうでしたか。

場 



にち（よう）び 

Domingo

来週の日曜日なら行けます。 

 （にち）よう（び） 

Domingo

 来週の日曜日なら行けます。 

つよ（い） 

Fuerte

イーグルスは、強いチームです。



 よわ（い） 

Débil

 ベアーズは弱いですが、人気があります。 

か（つ） 

Ganar

 ２たい１で、イーグルズが勝ちました。 

ま（ける） 

Perder

 ベアーズが負けて、くやしいです。 



たい 

"a" (2 a 1)

 1 対１で、ひきわけました。 



② 家をさがす

にわ 

Jardín

家はいっこだてで、庭があります。 

こう（えん） 

Parque

家の近くに公園があります。 

（こう）えん 

Parque

家の近くに公園があります。 



びょう（いん） 

Hospital

病院が近いです。

（びょう）いん 

Hospital

病院が近いです 

こう（つう） 

Tráfico

バスや電車が少なくて、交通が不便です。 



（こう）つう 

Tráfico

 バスや電車が少なくて、交通が不便です。 

（つう）きん 

Desplazarse diariamente al trabajo

毎日通勤しています。 

 つと（める） 

Trabajar

私は東京で IT の会社に勤めています。 



あん（ぜん） 

Seguro

子どもがいますから、安全なところがいいです。 

（あん）ぜん 

Seguro
子どもがいますから、安全なところがいいです。

 あぶ（ない） 

Peligroso

 夜、ちょっと危ないかもしれませんね。 



とお（い） 

Lejano, lejos

 会社まで少し遠いけど、広くていい家です。 

～（い）じょう 

Más de... 

毎日通勤に２時間以上かかります。 

～い（じょう） 

Más de...

毎日通勤に２時間以上かかります。 



 ～（い）か 

Menos de...

6 万円以下の広い部屋があればひっこしたいです。



③ ほっとする食べ物

かい（がい） 

Extranjero

海外でも「ないとこまる食べ物」は何ですか。 

（かい）がい 

Extranjero

海外でも「ないとこまる食べ物」は何ですか。 



 しょく（せいかつ） 

Alimentación

 毎日の食生活について考えます。 

（しょく）せい（かつ） 

Alimentación

 毎日の食生活について考えます。 

（しょくせい）かつ 

Alimentación

毎日の食生活について考えます。 



けん（こう） 

Salud

 和食は健康にいいので、大好きです。

（けん）こう 

Salud

和食は健康にいいので、大好きです。 

か（ていりょうり） 

Comida casera

家庭料理で、ごちそうじゃありませんが、どうぞ。 



（か）てい（りょうり） 

Comida casera

家庭料理で、ごちそうじゃありませんが、どうぞ。

（かてい）りょう（り）、（ざい）りょう 

Comida casera, ingredientes

家庭料理で、ごちそうじゃありませんが、どうぞ。

（かていりょう）り 

Comida casera

家庭料理で、ごちそうじゃありませんが、どうぞ。 



ざい（りょう） 

Ingredientes

 和食の材料は、どこで買えますか。 

りょう 

Cantidad

この料理は、量が少ないです。 

 こめ 

Arroz

お米はデパートで買っています。



④ 訪問

じゅう（しょ） 

Dirección

ここに住所を書いてください。 

（じゅう）しょ 

Dirección

ここに住所を書いてください。 

ほう（もん） 

Visita

友人の家を訪問します。



（ほう）もん 

Visita

友人の家を訪問します。 

けい（けん） 

Experiencia

アメリカではいろいろな経験をしました。

（けい）けん 

Experiencia

アメリカではいろいろな経験をしました。



しん（せつ） 

Amable

アニスさんはとても新切な人です。

（しん）せつ 

Amable

アニスさんはとても親切な人です。

すわ（る） 

Sentarse

どうぞ座ってください。 



た（つ） 

Levantarse

 足がしびれて、立てなかった。 

（じんせい）かん 

Actitud ante la vida

 旅行をして、人生観が変わった。 

やく～ 

Aproximadamente

約 6 年間、アメリカに住んでいました。 



⑤ ことばを学ぶ楽しみ

けい（かく） 

Plan 

しょうらいの計画は、何ですか。 

（けい）かく 

Plan

しょうらいの計画は、何ですか。

 じ（しん） 

Confianza, valor

自分の日本語がつうじると、自信がつきます。



（じ）しん 

Confianza, valor

自分の日本語がつうじると、自信がつきます。 

ほう（ほう） 

Método, forma

何かいい勉強方法、ありませんか。 

（ほう）ほう 

Método, forma

何かいい勉強方法、ありませんか 



 もく（てき） 

Objetivo, fin

 どんな目的で日本語をならっていますか。 

（もく）てき 

Objetivo, fin

 どんな目的で日本語をならっていますか。 

むずか（しい） 

Difícil

これから難しくないから、私にもよめそうです。 



つう(じる) 

Entenderse

自分の日本語が通じると、自信がつきます。 

なら（う） 

Aprender

スペインにフラメンコを習いに行きます。

まな（ぶ） 

Aprender

どこで日本語を学んでいますか。 



 ～きゅう 

Grado, nivel (sufijo)

私は JF の初級コースで、日本語を学んでいます。 



⑥ 結婚

あい（て） 

Compañero/a, pareja

相手の人はどんな人ですか。 

（あい）て 

Compañero/a, pareja

結婚相手とどうやって知り合いましたか。 

き（も）（ち） 

Sentimiento, sensación

 ふたりの気持ちはどれですか。



（き）も（ち） 

Sentimiento, sensación

ふたりの気持ちはどれですか。 

こい（びと） 

Novio/a

川野さん、恋人とわかれたそうですよ。 

（こい）びと 

Novio/a

川野さん、恋人とわかれたそうですよ。 



で（あ）（い） 

Encuentro

学校での出会いがきっかけで結婚する人が多いです。

（で）あ（い） 

Encuentro

学校での出会いがきっかけで結婚する人が多いです。

さい（きん） 

Últimamente

最近のアンケートによると、職場の出会いが一番多 いです。



（さい）きん 

Últimamente

最近のアンケートによると、職場の出会いが一番多いです。

（さい）こう 

Fabuloso, magnífico

最高の結婚式にしたいです。

しゅっ（せき） 

Asistencia

結婚式には、ぜひ出席してくださいね



（しゅっ）せき 

Asistencia

結婚式には、ぜひ出席してくださいね。 

しょう（たい） 

Invitación

結婚式にたくさんの人を招待したいです。 

（しょう）たい 

Invitación

結婚式にたくさんの人を招待したいです。 



～あ（う） 

Mutuamente

日本祭で知り合った人だそうです。 



○7  なやみ相談 

しゃ（かいじん） 

Trabajador/a

社会人のなやみランキング 

（しゃ）かい（じん） 

Trabajador/a

社会人のなやみランキング 

（しゃかい）じん 

Trabajador/a

社会人のなやみランキング 



しょく（ば） 

Lugar de trabajo

私の職場でも、同じかもしれません。 

（しょく）ば 

Lugar de trabajo

私の職場でも、同じかもしれません。

きゅう（りょう） 

Sueldo

給料が安いのがなやみです。 



にん（げん） 

Humano/a

職場では人間関係のなやみが一番多いです。 

（にん）げん 

Humano/a

職場では人間関係のなやみが一番多いです。 

かん（けい） 

Relación

 職場では人間関系のなやみが一 番多いです。 



（かん）けい 

Relación

職場では人間関係のなやみが一番多いです。 

（しん）ゆう 

Amigo íntimo, mejor amigo

親友の S 子のことでそうだんします。 

れん（あい） 

Amor, romance

恋愛のなやみ 



（れん）あい 

Amor, romance

恋愛のなやみ 

そう（だん） 

Consulta

親友の S 子のことで相談します。 

（そう）だん 

Consulta

親友の S 子のことで相談します。 



こころ 

Corazón

人間関係に問題があると、心の病気になります。 

しん（ぱい） 

Preocupación

最近父がお酒を飲みすぎていて心配です。 

（しん）ぱい 

Preocupación

最近父がお酒を飲みすぎていて心配です。 



ふ（あん） 

Inseguridad

しょうらいが不安です。 



○8  旅行中のトラブル 

（お）きゃく（さま） 

Cliente

お客様にお知らせします。 

（お）（きゃく）さま 

Cliente

お客様にお知らせします。 

て（つづ）（き） 

Procedimiento

チェックインの手続きをかいしします。



（て）つづ（き） 

Procedimiento

チェックインの手続きをかいしします。

ひ（こうき） 

Avión

飛行機のがキャンセルになる。 

（ひ）こう（き） 

Avión

飛行機がキャンセルになる。 



（ひこう）き 

Avión

飛行機がキャンセルになる。 

へん（こう） 

Cambio

出発ゲートが変更になる。 

（へん）こう 

Cambio

出発ゲートが変更になる。 



よ（てい） 

Plan

２０５びんは、１時間おくれる予定です。 

（よ）てい 

Plan

２０５びんは、１時間おくれる予定です。 

り（よう） 

Uso

１１５びんをご利用のお客様にお知らせします。 



（り）よう 

Uso

１１５びんをご利用のお客様にお知らせします。 

わす（れ）（もの） 

Objeto perdido

忘れ物を受けとります。 

（わす）（れ）もの 

Objeto perdido

忘れ物を受けとります。 



たす（ける） 

Ayudar, salvar

助けて！ 

～こう（くう） 

Aerolínea

JF 航空よりお知らせいたします。 

～（こう）くう 

Aerolínea

JF 航空よりお知らせいたします。 



～びん 

Vuelo

205 便は、1 時間おくれて出発します。 



○9  仕事をさがす 

たい（りょく） 

Fuerza física

体力に自信があります。 

（たい）りょく 

Fuerza física

体力に自信があります。 

きょう（りょく） 

Colaboración

いろいろな人と協力して仕事をすることができます。 



たん（とう） 

Encargo

色々な仕事を担当してます。 

（たん）とう 

Encargo

色々な仕事を担当してます。 

ほう（こく） 

Informe

話し合ったことをじょうしに報告しました。 



（ほう）こく 

Informe

話し合ったことをじょうしに報告しました。 

れん（らく） 

Contacto

アジアの支社との連絡を担当しています。

（れん）らく 

Contacto

アジアの支社との連絡を担当しています。



ぼ（しゅう） 

Convocatoria, reclutamiento

外国人スタッフの募集があったら教えてください。 

（ぼ）しゅう 

Convocatoria, reclutamiento

外国人スタッフの募集があったら教えてください。

ゆ（しゅつ） 

Exportación

うちの会社は、機かいを海外に輸出しています。 



（ゆ）しゅつ 

Exportación

うちの会社は、機かいを海外に輸出しています。 

（ゆ）にゅう 

Importación

会社で食品の輸入を担当しています。 
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