
『かんじだいすき(二）』公益社団法人国際日本語普及協会（AJALT)１～19課より 

 

 

～『かんじだいすき（二）』（公益社団法人国際日本語普及協会）対応・スペイン語訳付き～ 

 漢字の練習帳（２） 

Libro de ejercicios de KANJI (2) 
Composición de este libroこの練習帳の構成 

◆Lista de Kanji 漢字一覧 

Lista de los caracteres chinos (Kanji) que serán estudiados en este libro. 

この練習帳で学習する漢字の一覧です。 

 

◆Ejercicios de Kanji 漢字の練習 
Los ejercicios están divididos en lecciones del 1 al 19. En cada lección, se estudian de 5 a 10 Kanjis. Si se estudia a 
diario una lección por día, podrá terminar en 19 días. Use este libro trazandose metas de acuerdo a su propio 
ritmo de estudio. 
[１]から[１９]まであります。１課の学習漢字は、５～１０です。毎日１課ずつ覚えると１９日で完了します。

自分の学習ペースに合わせて、目標を立てて学習を進めましょう。 
  

◆Examen de verificación de aprendizaje まとめテスト 

Hay tres tipos de examenes; el examen de “escribir cómo se lee el Kanji”, el examen de “escribir el Kanji” y el 

examen de “escribir frases”. Las partes equivocadas en el examen deberán ser practicadas repetidamente en un 

cuaderno. 

「漢字の読み方を書く」、「漢字を書く」、「文を書く」の３パターンのまとめテストがあります。間違えた

ところは、何度もノートに練習して覚えましょう。 
 

◆Haga un plan de estudio. 学習計画を立てましょう。 

・Estudiar: (   ) lecciones por día     1日（  ）課を学習する。 

・Fecha en la que pretende comenzar: (          )      始める予定の日（        ） 

・Fecha en la que pretende terminar: (          )     終わる予定の日（        ） 

  

◆Registre la nota del examen de verificación.まとめテストの結果を記録しましょう。 

Examen 1 (lectura del Kanji) 

まとめテスト１（漢字の読み） 

Examen 2 (escritura del Kanji) 
まとめテスト２（漢字の書き） 

Examen 3 (escritura de frases) 

まとめテスト３（文を書く） 

   ／de 109preguntas    ／de 109preguntas    ／de 21preguntas 
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Lista de Kanji 漢字一覧  

1課 春 はる primavera 4課 父 ちち papa 

夏 なつ verano 母 はは mamá 

秋 あき otoño 兄 あに hermano 
mayor 

冬 ふゆ invierno 姉 あね hermana 
mayor 

里 さと pueblo 
(natal) 

弟 おとうと hermano 
menor 

麦 むぎ trigo 妹 いもうと hermana 
menor 

米 こめ arroz 友だち ともだち amigo 

2課 色 いろ color 自転車 じてんしゃ bicicleta 

黒 くろ negro 三才 さんさい tres años 

黄 き amarillo 話す はなす hablar 
conversar 

茶 ちゃ té 5課 何 なん cuántos? 
qué? 

形 かたち forma 万 いちまん diez mil 

同じ おなじ Igual 数える かぞえる contar 

角 かく ángulo 台 だい estante 

親 おや padres 前 まえ frente 

3課 牛 うし buey, vaca 後ろ うしろ atrás 

馬 うま caballo, 
yegua 

6課 

 

体 からだ cuerpo 

魚 さかな pez 頭 あたま cabeza 

鳥 とり ave 顔 かお cara 

羽 はね ala, pluma 首 くび cuello 

鳴く なく cantar 
(de las aves) 毛 け cabello, pelo 

 声 こえ voz 
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6課 心ぞう しんぞう corazón  星 ほし estrella 

元気 げんき ánimo, 
salud 

風 かぜ viento 

言う いう hablar 
decir 光る ひかる brillar 

7課 

 

九時 くじ nueve 
(horario) 

明るい あかるい claro 

朝 あさ mañana 知る しる saber 

昼 ひる día 9課 太い ふとい grueso 

夜 よる noche 細い ほそい delgado 

五分 ごふん cinco 
minutos 新しい あたらしい nuevo 

今 いま ahora 古い ふるい antiguo, 
viejo 

四時半 よじはん 4 y media 
(horario) 

多い おおい mucho 

午前 ごぜん mañana 
(a.m.) 少ない すくない poco 

午後 ごご tarde (p.m.) 10課 強い つよい fuerte 

毎日 まいにち todos los 
días 弱い よわい débil 

毎週 まいしゅう todas las 
semana 広い ひろい espacioso, 

amplio 

三週間 さんしゅうかん 
tres 

semanas 
近い ちかい cerca 

日曜日 にちようび domingo 遠い とおい lejos 

肉 にく carne 長い ながい largo 

食べる たべる comer 高い たかい alto 

8課 晴れ はれ cielo 
despejado 

11課 教室 きょうしつ 
salón de 

clases 

雪 ゆき nieve 算数 さんすう Matemática 

雲 くも nube 国語 こくご Lengua 
Japonesa 
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11課 

 

生活 せいかつ 
Estudios de 
Ciencias y 
Sociales 

 回る まわる girar, 
circular 

理科 りか Ciencias 14課 

 

公園 こうえん parque 

音楽 おんがく Música 家 いえ casa 

図工 ずこう Educación 
Artística 

海 うみ mar 

作る つくる hacer, 
crear 

池 いけ laguna 

12課 直線 ちょくせん línea recta 寺 てら templo 
budista 

計算 けいさん cálculo 野原 のはら campo 

まん画 まんが dibujo 
animado 

門 もん portón 

紙 かみ papel 15課 谷 たに valle 

絵 え dibujo 戸 と puerta 

答え こたえ respuesta 岩 いわ roca 

合う あう adaptar, 
encajar 道 みち camino 

引く ひく jalar 店 みせ tienda 

13課 歌 うた canción, 
poesía 広場 ひろば plaza 

そうじ用具 そうじようぐ 
material de 

limpieza 当番 とうばん turno 

組 くみ par, 
grupo 売る うる vender 

考える かんがえる pensar 買う かう comprar 

聞く きく escuchar 16課 方角 ほうがく dirección 

走る はしる correr 東 ひがし este 

歩く あるく caminar 西 にし oeste 

止まる とまる parar 南 みなみ sur 
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16課 

 

北 きた norte  内 うち dentro 

地図 ちず mapa 外 そと fuera 

17課 電気 でんき electricidad 切る きる cortar 

汽車 きしゃ tren a 
vapor 

当たる あたる acertar 

船 ふね barco    

行く いく Ir 

来る くる venir 

帰る かえる regresar 

交通 こうつう tránsito 

会社 かいしゃ empresa 

18課 書く かく escribir 

読む よむ leer 

思う おもう pensar, 
opinar 

丸 まる círculo 

点 てん punto 

東京 とうきょう Tokyo 

日記 にっき diario 

市 し ciudad 

19課 刀 かたな espada 

矢 や flecha 

弓 ゆみ arco 

 


