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日本語 英語 中国語 フィリピノ語

日本の学校

ようちえん 幼稚園 kindergarten 幼儿园 nursery

しょうがっこう
小学校

elementary school 小学校 elementarya

ちゅがっこう
中学校

junior high school 中学 junior high school

こうとうがっこう
高等学校

high school 高级中学（相当于高中） mataas na paaralan

たんきだいがく
短期大学

two-year college 短期大学 kolehiyong pang junior

だいがく 大学 university 大学 unibersidad

だいがくいん
大学院

graduate school 研究生院 Graduate ng
Unibersidad

しゅうしかてい
修士課程

master’s 硕士课程 Programang Master

はくしかてい
博士課程

doctorate 博士课程 Programang Doktor

ねんれい 年齢 age 年龄 edad

ぎむきょういく
義務教育

compulsory education 义务教育 Sapilitan Edukasyon

とくべつなりゆう
特別な理由

special reason 特别的理由 espesyal na dahilan

せんもんてき
専門的

professional 专业的 propesyonal

きょういく 教育 education 教育 pag-aaral

けんきゅう 研究 research 研究 pananaliksik

しけん 試験 exam 试验 pagsubok

カリキュラム curriculum 教育课程,教学计划 kurikulum

もんぶかがくしょう
文部科学省

Ministry of Education 文部科学省（教育部） Ministri ng
Edukasyon, Kultura,
Sports, Science

きょうかしょ 教科書 textbook 教科书 aklat-aralin

がくねん 学年 grade 学校的年度 grado

げこうじかん
下校時間

time to leave school 放学时间 pagpaalis oras

～じげん ～時限 ～ period 第～节课 oras matapos ang ~

きゅうしょく 給食 school-provided lunch 学校的包餐 tanghalian sa paaralan

がっこうきょういく
学校教育

formal education 学校教育 School Education

かつどう 活動 activity 活动 aktibidad

ちいき 地域 area 地区 rehiyon

ろうか 廊下 corridor 走廊 koridor

さんこう 参考 reference 参考 sanggunian

しゅうがく 就学 school attendance 入学 pagdalo sa paaralan

１年間のスケジュール（小学校）

にゅうがくしき
入学式

entrance ceremony 入学式 Seremonya ng
Pasukan
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しんたいそくてい
身体測定

health check (height
and weight etc. )

身体检查 pagsukat ng katawan

かていほうもん
家庭訪問

home visit by teachers
to students’ houses

家庭访问 pagbisita sa bahay

さんかんび 参観日 parents’ day 参观日 araw ng pagbisita sa
paaralan

ピーティーエーそうかい
PTA総会

PTA General Meeting 家长总会 PTA General Meeting

しゅうがくりょこう
修学旅行

overnight school trip 修学旅行（学校组织的旅

行）

iskursiyon

けんしん 検診 health check 健康检查 medikal na pagsusuri

えんそく 遠足 field trip 徒步郊游 educational trip

とほ 徒歩 walk 徒步 maglakad

しゅくはくかつどう
宿泊活動

overnight stay
(learning teamwork
etc.)

住宿活动 accommodation
pagsasanay

プールびらき
プール開き

opening of a swimming
pool

开放游泳池 unang araw ng pool

こじんこんだん
個人懇談

parent-teacher
conference

个人座谈 pag-uusap ng guro at
magulang

しゅうぎょうしき
終業式

closing ceremony 结业式 seremonya ng
pagbukas ng pasukan
sa paaralan

なつやすみかいし
夏休み開始

start of summer
vacation

暑假开始 ang simula ng
bakasyon ng tag-init

とうこうび 登校日 school day 返校日 araw ng may pasok
(paaralan)

うんどうかい 運動会 sports day 运动会 araw ng palaro

ぶんかさい 文化祭 cultural festival 文化节 kulturang festival

ふゆやすみかいし
冬休み開始

start of winter vacation 寒假开始 ang simula ng pahinga
sa taglamig

はっぴょうかい
発表会

school arts festival 表演会 pagbibida

そつぎょうしき
卒業式

graduation ceremony 毕业式 Seremonya ng
Pagtatapos

はるやすみかいし
春休み開始

start of spring break 春假开始 ang simula ng spring
break

しゅうりょうしき
修了式

ceremony of the last
day of the school year

学年结业式 pagtatapos

１年間のスケジュール（中学校）

しんにゅうせいテスト
新入生テスト

first year exam 新入学生考试 pagsubok sa anyong
primera

たいいくさい
体育祭

sports festival 体育节 palarong pantugunan

ちゅうかんテスト
中間テスト

midterm exam 期中考试 midterms

しそうたい 市総体 city tournament 市综合体育大会 Comprehensive City
Sports Festival

ぶかつどう 部活動 club activity 队部活动 club aktibidad

きまつテスト
期末テスト

final exam 期末考试 ang huling pagsusulit
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けんそうたい
県総体

prefectural tournament 县综合体育大会 Prefectural Sports
Festival

そつぎょうテスト
卒業テスト

graduation exam 毕业考试 pagtatapos na
pagsusulit

こうこうにゅうがくしけ
んがんしょていしゅつ
高校入学試験願書提出

submitting application
forms for high school
entrance examination

提出高中入学考试志愿

书

high school
pagsusumite ng form
ng application ng
pagsusulit ng
pasukan

がくねんまつテスト
学年末テスト

year-end exam 学年期末考试 katapusan pagsusulit
ng pantaong paaralan

こうこうにゅうがくしけん
高校入学試験

high school entrance
examination

高中入学考试 pagsubok para sa
pagpasok sa mataas na
paaralan

学校の一日（小学校）

とうこう 登校 going to school 上学 pagdalo

つうがくろ 通学路 school route 上学的路 daan sa paaralan

ちこく 遅刻 be late 迟到 huli sa oras

けっせき 欠席 absence 缺席,缺课 kawalan

れんらく 連絡 giving important
information

联系 makipag-ugnay sa

しゅうかい 集会 assembly 集会 pagsama-samahin

あさのかい 朝の会 morning meeting 早会 pagtugon sa umaga

じゅぎょう 授業 class 上课 aralin

たんにん 担任 homeroom teacher 班主任 homeroom / gurong
pansilid-aralan

きょうか 教科 subject 教科 paksa

ごぜんちゅう
午前中

in the morning 上午 sa umaga

トイレ bathroom 洗手间 palikuran

ゆうりょう 有料 charge 收费 magbayad

こうたい 交替 taking turns 交替,轮换 paghahalili

しょくじ 食事 meal 吃饭,进餐 pagkain

きゅうしょくとうばん
給食当番

a student on duty to
serve school provided
lunch

学校包餐值日生 may tungkulin sa
tanghalian

ひるやすみ 昼休み lunch break 午休 break sa tanghalian

そうじ 掃除 cleaning 打扫,扫除 paglilinis

げこう 下校 leaving school 下午 pag-uwi bahay mula sa
paaralan

ほうかご 放課後 after school 放学 pagkatapos ng
paaralan

学校の一日（中学校）

あさがくしゅう
朝学習

morning studies 早自习 pag-aaral sa umaga

じぶん 自分 oneself 自己 sarili

どくしょ 読書 reading 读书 pagbabasa
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日本語 英語 中国語 フィリピノ語

１課

会話・練習

たずねます（みちを）
尋ねます（道を）

ask (a direction) 询问,打听（问路） magtanong (daan)

とおりかかります
通りかかります

walk by 恰巧路过 maglakad sa
pamamagitan ng

はきかえます
履きかえます

change shoes or
slippers

换鞋 pagpapalit ng sapin sa
paa (sapatos, tsinelas)

すすめます（たべものを）
すすめます（食べ物を）

recommend something
to eat

劝（让）食物 inirerekomendang

しんごう 信号 traffic light 信号 ilaw trapiko

たんにん 担任 homeroom teacher 班主任 homeroom / gurong
pansilid-aralan

てまえ 手前 in front of me 面前 tabi

スリッパ slippers 托鞋 tsinelas

セミナー seminar 讲座 seminar

かかり 係り person in charge 主管人员 tagapangasiwa / taong
nakatalaga

ちゅういがき
注意書き

notice 说明书 paalala / paunawa

かき 牡蠣 oyster 牡蛎 talaba

みかんがり
みかん狩り

mandarin picking 采摘桔子 dalanghita

はっぴょうかい
発表会

recital, school arts
festival

表演会 pagbibida

読む・書く

けいかくします
計画します

plan 计划 pag paplano

ていしゅつします
提出します

turn in 提出,提交 magsumite / ibigay

じさんします
持参します

bring 带来 pagdadala

えんりょします
遠慮します

request not to 请不要 pigilin

しゅっせきします
出席します

attend 参加 pagdalo

ほごしゃ 保護者 parents, guardians 监护人,家长（孩子的～） magulang

じゅぎょう 授業 class 上课 aralin

さんかん 参観 visit 参观 bisitahin

さて and now 那么,下面～（用在要说

重要事情之前）

ngayon

かき 下記 below 记载在下面 ang mga sumusunod

がっきゅうこんだんかい
学級懇談会

parent-teacher group
meeting

班级座谈会 pulong (klase)

つごう 都合 availability 方便 kaginhawahan

きにゅう 記入 fill out 填写,记载 pagsulat sa form

～じかんめ
～時間目

(first, second, etc.) ＋
period

课时（～课时） oras ng
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どうじょう 同上 same as the above 与以上相同 kapareho

しゅうりょう 終了 end 结束 tapos

じこしょうかい
自己紹介

self-introduction 自我介绍 pagpapakilala

だいひょう 代表 representative 代表 kinatawan

いいん 委員 committee members 委员 miyembro ng komite

せんしゅつ 選出 election 选出 botohan

うわばき 上履き indoor shoes or slippers 室内穿的鞋 tsinelas

らいこう 来校 visiting school 到校 pagbisita sa paaralan

きりとりせん
切り取り線

cut here 切开线,点线 gupitin sa linya

じどう 児童 pupil 儿童 Mag-aaral

しめい 氏名 full name 姓名 pangalan

かていほうもん
家庭訪問

home visit by teachers
to students’ houses

家庭访问 home visitation /
pagbisita ng guro sa
bahay

きぼうび 希望日 preferred date 希望的日期 ginustong petsa

ちょうさ 調査 inquiry 调查 pagtatanong /
pagsasaliksik

にってい 日程 schedule 日程 iskedyul

ちょうせい 調整 arrangement 调整 pagsasaayos

にっていちょうせい
日程調整

arrangement of
schedule

日程调整 pagsasaayos ng
iskedyul

じかんたい 時間帯 time 时间带 haba ng oras

～をつうじて
～を通じて

through 通过～ sa pamamagitan ng

だい～きぼう
第～希望

(first, second, etc.) ＋
preference

第～希望 umaasa ng

ちいき 地域 area 地区 rehiyon

２課

会話・練習

あいます（サイズが）
合います（サイズが）

fit 合适（尺寸合适） matugunan / tugma

とりかえます
取り替えます

exchange 互相对换 palitan

つめます（せきを）
つめます（席を）

sit closer to make room 紧凑（坐得再紧凑一些） naka-impake

たいそうふく
体操服

gym uniform 运动服 PE uniporme

みずぎ 水着 swimsuit 游泳衣 swimsuit / bathing suit
/ panlangoy

していてん 指定店 assigned school
uniform shop

学校指定的店铺 nakalaang bilihab

エス、エム、エル
Ｓ，Ｍ，Ｌ

small, medium, large 衣服号码Ｓ，Ｍ，Ｌ maliit, katamtaman,
malaki

しんちょう 身長 height 身高 taas

かた 肩 shoulder 肩膀 balikat

レシート receipt 收据 resibo



6

サイズ size 尺寸,号码 sukat

けっこうです
結構です

That’s absolutely fine.
You don’t need it.

足够,可以 okey / hindi na bale

だいきん 代金 payment 价款 presyo

バスケット basketball 篮球 basketbol

せんしゅ 選手 player 选手,运动员 manlalaro

きづかい 気遣い concern 照应,招待 malakas ang
pakiramdam

おしな お品 gift 东西,物品 kalakal

３課

会話・練習

はれます 腫れます swell 肿了 namamaga

とどきます
届きます

arrive 收到 natanggap

そうたいします
早退します

leave early 早退 maagang pinauwi

さそいます
誘います

invite 邀请 paganyaya

しょうしょう 少々 a little 稍微 kaunti

へんとうせん
扁桃腺

tonsils 扁桃腺 masakit ang
lalamunan

くみ 組 class 班 pangkat (class)

～ごろ About / around 时候 humigit kumulang

そんけいご 尊敬語 honorifics 敬语 paggalang

けんじょうご
謙譲語

humble form 谦让语 pagpapakumbaba

～ど ～度 Degrees / °C ～度 temperatura

れい 例 example 例如 halimbawa

ふゆやすみ 冬休み winter vacation 冬假 winter vacation
(bakasyon sa taglamig)

コンビ二 convenience store 便利店 convenience store

おくさま 奥様 wife 夫人,太太 ginang

パソコンフェア computer fair 新型电脑展览会 personal computer fair

まんいんでんしゃ
満員電車

packed train 满员的电车 maraming tao

それはいけませんね That is not good 真让人担心 masama / hindi dapat

おさきにしつれいします
お先に失礼します

Excuse me for leaving
before you.

请原谅,先走了 pagpaalam sa trabaho
kung maunang umuwi

読む・書く

じっしします
実施します

implement 实行 pagsasakatuparan

ちゃくようします
着用します

wear 穿 kasuotan

きょかします
許可します

permit 许可,准许 permiso

しょぶんします
処分します

throw out 处理 itapon

りゅういします
留意します

pay attention to 留心,注意 pag-iingat
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ぬいつけます
縫い付けます

sew something onto 缝上,钉上 lagyan / dikitan

こうい 更衣 seasonal change of
clothing

替换衣服 pagpapalit ng damit

せいふく 制服 school uniform 制服 uniporme

いこう 移行 transition 过渡 pandarayuhan

きかん 期間 interval 期间 takdang panahon

すいとう 水筒 water bottle 随身带水壶 bottled water

かんきょう 環境 environment 环境 kapaligiran

かくい 各位 everyone 各位 bawat isa

けんこう 健康 health 健康 kalusugan

かんり 管理 care 管理 pagbutihin

プールびらき
プール開き

opening a pool 开放游泳池 unang araw ng pool

ちょうし（からだの）
調子（体の）

health condition 状况（身体的～） kondisyon (katawan)

しんぞう 心臓 heart 心脏 puso

よぼうせっしゅ
予防接種

immunization 打预防针 bakuna

ひふ 皮膚 skin 皮肤 balat

ちょくご 直後 right after 刚～之后 pagkatapos ng

あたまジラミ
頭ジラミ

head lice 头虱（虱子） kuto

たいちょう 体調 health condition 身体状况 kondisyon (katawan)

こんいろ 紺色 navy blue 深蓝色 navy blue (bughaw)

むじ 無地 plain 无花色图案 plain (liso)

すいえいぼう
水泳帽

swimming cap 游泳帽 swimming cap

しろぬの 白布 white cloth 白布 puting tela

さんか 参加 participation 参加 pakikiisa / pakikilahok

しょうだく 承諾 agreement 承诺 pagtanggap

しょうだくしょ
承諾書

written consent 承诺书 pagtanggap ng
katibayan

おういん 押印 to stamp your seal 盖印,盖图章 pagtatak

せきにん 責任 responsibility 责任 responsibilidad

４課

会話・練習

おせわになっております
お世話になっております

Thank you for your
support.

给您在添麻烦 pagbati sa kabaitan,
pag-aalaga

おかけください（いす
に）

Please have a seat. 请坐（～在椅子上） maupo

すごします
過ごします

spend time 度过 ginugol na panahon

こおります
凍ります

freeze 冻结 manigas

かんそうします
乾燥します

dry 干燥 tuyo ang hangin

せいこうします
成功します

succeed 成功 matagumpay
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てんしょくします
転職します

change jobs 改行,跳槽 pagpapalit ng trabaho

まもります (じかんを)
守ります（時間を）

be punctual 遵守 sumunod sa (oras)

だらだら onomatopic expression
of being sluggish

懒洋洋的 walang ginagawa

ふきそく 不規則 irregular 不规则的 hindi regular

～しだい depend on 根据～ ikaw ang bahala

ものすごい extremely 惊人的,不得了的 pinaka

こじんこんだん
個人懇談

parent-teacher
conference

个人座谈 guro at magulang na
pag-uusap

プリント handout 印刷品,印刷件 print

ぼういんぼうしょく
暴飲暴食

excessive drinking and
eating

暴饮暴食 sobrang kain,sobrang
inom

かきごおり かき氷 shaved ice 刨冰 snowball

どうろ 道路 road 道路 kalsada / daan

どりょく 努力 effort 努力 lakas

ぶん 文 sentence 文章 pangungusap

しゅうごうじかん
集合時間

meeting time 集合时间 oras ng pagtitipon

もちもの 持ち物 belongings 携带物品 sariling gamit

読む・書く

きょうりょく 協力 cooperation 合作 pagkakaisa

きそくただしい
規則正しい

regular 有规律 pagiging maagap

むしば 虫歯 cavity 虫牙 sirang ngipin

てつだい 手伝い help 帮忙 pagtulong sa gawaing
bahay

むだづかい 無駄遣い waste 浪费,乱花钱 paglulustay (pera)

かしかり（おかねの）
貸し借り（お金の）

borrowing and lending 贷借 paghiram at pagbalik
ng pera

うりかい（ものの）
売り買い（物の）

buying and selling 买卖（东西的～） pagbili at pagbenta ng
gamit

きたく 帰宅 going home 回家 pag-uwi sa bahay

ふしんしゃ 不審者 suspicious person 可疑的人 kahinahinalang tao

がいしゅつ 外出 going out 外出 pag-alis / paglabas

はなび 花火 fireworks 烟火 paputok

５課

会話・練習

おじゃまします come inside 打扰了 pagbati kung medyo
nakakaabala

のりおくれます
乗り遅れます

miss the train 没赶上乘车 nahuli sa pagsakay

ちこくします
遅刻します

be late 迟到 huli sa oras

ひるねします
昼寝します

take a nap 午睡 pagtulog sa tanghali

こぞんじです
ご存知です

know 您知道 kilala
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とつぜん 突然 sudden 突然 biglaang

うっかり carelessly 不注意,不留神 walang ingat

とうこうび 登校日 days when student
must attend school
during vacation

返校日 araw ng may pasok
(paaralan)

しょくいんしつ
職員室

staff room 教员室 faculty room

ぞうきん damp cloth 抹布 pamunas (sahig)

～くん ～君 Japanese honorifics for
young boys or males

～君（对男孩的敬称） ikinakabit sa lalaking
bata

ねんまつ 年末 end of the year 年末,年底 katapusan ng taon

じょうし 上司 boss 上司,上级 pinakamataas na
posisyon (kompanya)

しょうエネ 省エネ saving energy 节约能源 pagipon ng enerhiya

でんき 電気 electricity 电灯 elektrisidad

ようちえん 幼稚園 kindergarten 幼儿园 nursery

れんきゅう 連休 consecutive holidays 连休 bakasyon (ilang araw)

きゅうしゅう 九州 Kyushu 九洲 Kyushu (lugar)

読む・書く

たいきします
待機します

wait 待机 maghintay

かいじょします
解除します

cancel 解除 pakawalan

とうこうします
登校します

go to school 上学 pagpasok sa paaralan

けいぞくします
継続します

continue 继续 ipagpatuloy

げこうします
下校します

go home 放学 paglabas ng paaralan

ながします（れんらくを）
流します（連絡を）

inform 播放（～联络） ipagbigay alam sa
ibang tao

きしょう 気象 weather 气象 panahon

けいほう 警報 warning 警报 babala

はつれい 発令 issue 命令 opisyal na pagbibigay
alam

しぎょう（がっこうの）
始業（学校の）

start time 开始上课（学校～） umpisa ng pagaaral

おおあめ 大雨 heavy rain 大雨 malakas na ulan

ぼうふう 暴風 strong wind 暴风 bagyo

いこう 以降 after 以后 pagkatapos

りんじきゅうこう
臨時休校

temporarily closed 临时放假 madaliang pagkansela
ng klase

たんじかん 短時間 for a short time 短时间 maikling oras

ただちに 直ちに immediately 立刻,马上 madaling

れんらくもう 連絡網 telephone tree 联络网 galing sa paaralang
mensahe

といあわせ
問い合わせ

inquiry 询问 magtanong

こうずい 洪水 flood 洪水 baha
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６課

会話・練習

かくにんします
確認します

make sure 确认 siguraduhin

おいかけます
追いかけます

chase 追赶 pagaalaala

かけます（しんぱいを）
かけます（心配を）

make you worry 让～（让～担心） paghingi ng
paumanhin

もうしわけありません
申し訳ありません

I am really sorry. 非常抱歉 pasensiya

きこくします
帰国します

return to one’s home
country

回国 pagbalik sa sariling
bansa

すませます
済ませます

finish 做完 tapusin na ang

～どおり as usual ～一样（象～一样） katulad ng
nakagawian na

こころあたり
心当たり

what one can think of 想象（估计）得到 kutob

～ご ～後 after ～以后 matapos ang

ふたたび 再び again 再次 ulit

まんかい 満開 full bloom 开满 nakabukad na lahat

もくてきち 目的地 destination 目的地 destinasyon

読む・書く

じゅんえんします
順延します

postpone 依此延期 ipinagpaliban

じっし 実施 implementation 实施 isasakatuparan

たちいります
立ち入ります

step into 禁止入内 pagpasok

うんどうかい 運動会 sports day 运动会 araw ng palaro

かく 各 each 各个 bawat isa

うてん 雨天 rain 雨天 tag-ulan

こうてい 校庭 schoolyard 校园,操场 palaruan

ふりかえ 振替 substitute 调换 pagpalitin

きゅうぎょう 休業 day off 休假 bakasyon (paaralan)

ふくそう 服装 clothes 服装 kasuotan

こうはくぼう 紅白帽 red and white
reversible cap

红白帽子 pula / puting sombrero

タオル towel 毛巾 tuwalya

７課

会話・練習

ことわります
断ります

refuse 拒绝 pagtanggi

なかよくします
仲良くします

get along with 友好相处 pakikipagkaibigan

みてまわります
見てまわります

look around 游览 magtingin-tingin

さそい 誘い invitation 邀请 pag anyaya / pag
imbita
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さんかんび 参観日 parents’ day 参观日 araw ng pagbisita sa
paaralan

せっかく kindly 特意,难得 kasabik-sabik

しかたない 仕方ない no choice 没办法 hinde maaaring
nakatulong

カラオケ karaoke 卡拉 OK karaoke

えんりょなく
遠慮なく

feel free 不必客气 huwag mag-atubiling

たんじょうび 誕生日 birthday 生日 kaarawan

とうきょう 東京 Tokyo 东京 Tokyo

どにち 土日 Saturday and Sunday 星期六,星期日 Sabado at Linggo

こんかい 今回 this time 这回 ngayon

８課

会話・練習

つたえます 伝えます tell 转告 sasabihin

きにゅうします
記入します

fill in 填写,记载 sulatan at punan

ころびます 転びます fall down 摔倒 matumba

みます 診ます examine 诊疗 pagsusuri

まげます 曲げます bend 弯曲 baluktot

へります 減ります decrease 减少 bawasan

さんかします
参加します

attend 参加 lumahok

ずきずき onomatopoeic
expression of stinging
pain

（痛地）一跳一跳的 tumitibok sa sakit

からから onomatopoeic
expression of being
thirsty

（嗓子）渴得要冒烟了 garalgal (lalamunan)

まるまる onomatopic expression
of being chubby

（胖得）圆溜溜的 mabilog

くたくた onomatopic expression
of being worn out

（累的）精疲力尽 haplay sa pagod

ぺこぺこ onomatopoeic
expression of being
starving

（肚子）饿得要瘪了 sobrang gutom

そっちょく 率直 honest 直率 pagkaprangka

びょうじょう 病状 medical condition 病情 patolohiya

まどぐち 窓口 window 窗口 makipag-ugnay sa

うけつけ 受付 reception 登记处 reception

しょしん 初診 first medical
examination

初次诊疗 unang pagbisita

もんしんひょう
問診表

medical interview
sheet

问诊票 interview sheet

じゅんばん 順番 one’s turn 顺序,次序 order (pagkakasunod)

しんさつしつ 診察室 consulting room 诊疗室 examination room

ひじ elbow 胳膊肘 siko

ほね 骨 bone 骨头 buto

いじょう 異常 abnormality 异常 mayroong

だぼく 打撲 bruise 撞伤 gasgas
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いたみどめ 痛み止め painkiller 止痛 pangwala ng sakit

しっぷやく 湿布薬 gel plaster 膏药 pantapal sa gasgas

やっきょく 薬局 drugstore 药店 parmasya

しょほうせん 処方箋 prescription 处方单 peseta

しんさつけん
診察券

patient registration
card

诊疗卡 pagpaparehistro ng
card ng pasyente

てんきよほう
天気予報

weather forecast 天气预报 ulat ng panahon

アメリカにしかいがん
アメリカ西海岸

West Coast of the
United States

美国西海岸 West coast ng Estados
Unidos

ひがい 被害 damage 被害 pinsala

とうけい 統計 statistics 统计 istastika (tao)

ジョギング jogging 健身跑,慢跑 mabagal na takbo

いちにちじゅう
一日中

all day long 一天里 buong araw

きゅうしん 休診 no medical
examination

诊疗休息日 sarado (hospital)

スペイン Spain 西班牙 Espanya

ブラジル Brazil 巴西 Brazil

読む・書く

りゅうこうします
流行します

become an epidemic 流行 laganap

ふせぎます
防ぎます

prevent 防止 pigilan

はっしょうします
発症します

experience an onset of 发生症状 magbuo

げねつします
解熱します

bring down fever 退烧 ang antipirina

はんめいします
判明します

find out 判断 nakakaalam

ちゃくようします(マ
スクを）
着用します（マスクを）

wear （a mask） 戴（戴口罩） magsuot

かつ and 并且 at

インフルエンザ influenza 流行性感冒 trangkaso

うがい gargle 漱口 magmumog

てあらい 手洗い hand washing 洗手 banyo

せき cough 咳嗽 ubo

はなみず 鼻水 runny nose 鼻涕 uhog

マスク mask 口罩 mask

かんせん 感染 infection 感染 impeksiyon

いし 医師 doctor 医生 Doktor

しんさつ 診察 physical examination 诊疗 pagsusuri

でんせんびょう
伝染病

infectious disease 传染病 epidemya

とうこうきょか
登校許可

permission to go to
school

到校上课许可 pahintulot ng paaralan

しゅっせきていし
出席停止

suspension of
attendance

停止到校上课 ipagpaliban ang
pagpasok
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れんらくさき
連絡先

contact address 联系地址 impormasyon ng
contact

しょくぎょう 職業 occupation 职业 trabaho

じゅしん 受診 consulting a doctor 接受诊疗 bisitahin

ないか 内科 internal medicine
department

内科 Pagamutan sa panloob
(katawan)

げか 外科 surgical department 外科 Pagtitisis

せいけいげか
整形外科

orthopedic surgery 整形外科（骨科） Orthopedic

ぐたいてき 具体的 specifically 具体的 konkreto

たいおん 体温 body temperature 体温 temperatura

しょうじょう 症状 symptom 症状 sintomas

がいしょう 外傷 surface wound 外伤 trauma

げんざい 現在 now 现在 kasalukuyan

ちりょう 治療 medical treatment 治疗 gamutan

いりょうきかん
医療機関

medical institution 医疗机关 medikal institusyon

アレルギー allergy 过敏症 allergy

とくいたいしつ
特異体質

idiosyncrasy 过敏体质 di pangkaraniwan

しょくひん 食品 food 食品 pagkain

にんぷ 妊婦 pregnant woman 孕妇 buntis

じゅにゅう 授乳 breast-feeding 喂奶,哺乳 pagpapadede

９課

会話・練習

ほうもんします
訪問します

visit 访问 bisitahin

～によって depending on 根据～ sa pamamagitan ng

もうすこし もう少し a little 再稍微～ kaunti pa

あんなに so good 那么,那样的 ganyan

ロールケーキ roll cake 蛋卷蛋糕 roll cake

フィリピン Philippines 菲律宾 Pilipinas

クリスマス Christmas 圣诞节 Pasko

10課

会話・練習

あやまります
謝ります

apologize 道歉 humingi ng tawad

みまもります
見守ります

watch 关心,注视（孩子的成长） sinubaybayan ng tingin

みかけません
見かけません

not see 找不到 di nakita

とうばん 当番 duties 值班,值日 tungkulin

りっしょう 立哨 to help the students
cross the street safely

站岗 para sa ligtas na
pagtawid sa daan

りっしょうとうばん
立哨当番

person on duty to act as
a crossing guard

值班站岗 taong taga dala ng
watawat

つうがくろ 通学路 school route 上学的路 daan sa paaralan

こうたい 交替 taking turns 交替,交换 paghahalili
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ちょうないかい
町内会

neighborhood
association

所住区域的集会 Asosasyong
kapitbahayan

ちょうない 町内 in the town 所住区域 bayan

せいそうび 清掃日 cleaning day 清扫日 paglilinis ng linggo

じっか 実家 one’s parents’ home 父母的家 tahanan

たちいりきんし
立入り禁止

keep out 禁止入内 bawal ang pumasok

むだんけっきん
無断欠勤

unexcused absence
without notice

无任何理由缺勤 bagansya

きょういくママ
教育ママ

mother who are
conscious about
children’s education

对孩子的教育非常热心

的妈妈

mahilig ang ina sa may
edukasyon

ははおや 母親 mother 母亲 ina

じじょう 事情 condition of 原因,理由 kalagayan

かくにん 確認 confirmation 确认 kumpirmahin

ラッシュ rush 混杂,拥挤 padalus-dalos

ちこく 遅刻 being late 迟到 huli sa oras

きゅうしょくとうばん
給食当番

student on duty to
serve school lunch

学校包餐值日生 tungkulin sa
tanghalian

そういえば Come to think of it 那么说来 pagsasalita kung may
naalala

おさきに お先に leaving before you 先走了 mauuna na

11課

会話・練習

かくします
隠します

hide 藏起来 pagtatago

はなしあいます
話し合います

discuss 谈话,商量 talakayin

ぼんやり space out 模糊,不清楚 tamad

さっさと quickly 赶快地,迅速地 bilisan

ほうかご 放課後 after school 放学后 pagtatapos ng
paaralan

ようす 様子 look 样子 estado

かいけつ 解決 solution 解决 paglutas

ほうほう 方法 way 办法 paano (paraan)

せんじつ 先日 the other day 前几天 kamakailan

わだい 話題 topic 话题 paksa

おおがたスーパー
大型スーパー

big supermarket 大型超市 hyper market

おきなわ 沖縄 Okinawa 冲绳 Okinawa

ブラウス blouse 衬衫 blusa

つうきん 通勤 commuting 上班 commmuting

どうし 動詞 verb 动词 pandiwa

としより 年寄り elderly people 老人 luma

おうだんほどう
横断歩道

crosswalk 人行横道 crosswalk

きゅうこう 休講 no class 停课 kinansela ang
panayam

こくご 国語 Japanese 国语 Hapon (salita)
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ぶんかけい 文科系 humanities 文科系 sistema ng kultura

かもく 科目 subject 科目 paksa

きゅうじつ 休日 holiday 休息日 bakasyon

きたぐに 北国 North part of the
country

北部地方 Northland

おおゆき 大雪 heavy snow 大雪 malakas na pag-ulan
ng yelo

きょうふう 強風 strong wind 大风 unos

読む・書く

しゅくふくします
祝福します

celebrate 祝福 pagdiriwang

きゅうしょく 給食 school lunch 学校的包餐 school lunch

ししょく 試食 sample 品尝,试餐 pagtikim

ししょくかい 試食会 sampling party 品尝会,试餐会 pagtikim ng partido

かていかしつ
家庭科室

home economics room 家庭课教室 home economics room

こんだて 献立 menu 菜单,食谱 menu

ひよう 費用 cost 费用 kailangang halaga
(pera)

とうじつ 当日 on the day 当天 itinalagang araw

しゅうきん 集金 collecting money 收钱 pangongolekta ng pera

つりせん つり銭 change 零钱 palitan (dolyar)

ごじつ 後日 later 改天 pagkatapos/sa ibang
araw

きぼうしゃ 希望者 those who are
interested

希望者 taong gustong gumawa

もうしこみしょ 申込書 application form 申请书 application form

そつぎょうせい
卒業生

graduate 毕业生 nagtapos

そつぎょうしき
卒業式

graduation ceremony 毕业式 pagtatapos seremonya

はれすがた 晴れ姿 proud moment 身着盛装的样子 mapagmataas sandali

しきじょう 式場 ceremonial hall 举行仪式的场所 seremonyal hall

12課

会話・練習

もうしこみます
申し込みます

apply 申请 gamitin

かんがえます
考えます

consider 考虑 mag-isip

のばします
伸ばします

develop 发挥,提高 iunat

つづけます 続けます continue 继续 magpatuloy

とどけます 届けます deliver 送到 maghatid

あんないします
案内します

lead 引导 gabay

かざります
飾ります

hang (a painting etc.) 装饰 dekorasyunan

よみだします
読み出します

start to read 开始阅读 babasahin

とくい 得意 strong 擅长 magaling
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にがて 苦手 not good at 不擅长 mahina

このまま keep doing 就这样 panatilihin

いそがしい 忙しい busy 繁忙 bisi / abala

めんだん 面談 parent-teacher
conference

面谈 pakikipanayam

ちちおや 父親 father 父亲 ama

しつもん 質問 question 提问 tanong

こうこうにゅうし
高校入試

high school entrance
exam

高中入学考试 Pagsusulit ng pasukan
sa Mataas na Paaralan

せいせき 成績 grades / marks 成绩 pagganap

ぶかつどう 部活動 club activity 队部活动 klab

マイク microphone 麦克风 mikropono

おきゃくさま お客様 customer 客人 parokyano

ちゅうもん 注文 order 订购（订菜,点菜） order

しな 品 item 物品,东西 kalakal

えいが 映画 movie 电影 pelikula

さくひん 作品 piece 作品 trabaho

たいそう 体操 exercise 体操 himnastiko

しょうせつか 小説家 novelist 小说家 nobelista

あわおどり 阿波踊り Awa Dance 阿波舞 Awa Odori (Bon
Festival Dance)

れん 連 dance group 连队 dance group


