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لمعنىا  日本語 الحظاتم  

改 Page 529 ةمراجع, تعديل, تغيير, إصالح...   

改める （あらためる） يراجع, يختبر, يصحح, يحسن, يستبدل بآخر جديد, يغير   

改札口 （かいさつぐち）  في محطات القطار(بوابة التذاكر(   

改良 （かいりょう） تحسين, إصالح, تطوير   

改良する  يحسن, يصلح, يطور   فعل متعدي 

械 Page 592 آلة, كينةما  カイ 

機械 （きかい） آلة  

機械工学 （きかいこうがく） الھندسة الميكانيكية  

機械油 （きかいあぶら） زيت الماكينة  

害 Page 329 إصابة أو جرح, ضرر  ガイ 

害 （がい） ضرر, أذى   

たばこは体
からだ

に害
がい

があります。 
ً التدخين مضر بجسد المرء للتوباكو ضرر على الجسم :حرفيا  

فيضاناتضرر ال, كارثة الفيضان  水害 （すいがい）  

この町
まち

は去年水害
きょねんすいがい

を受
う

けました。 
  ھذه البلدة عانت ضرر الفيضانات العام الماضي

被害 （ひがい） أذى, ضرر   

台風
たいふう

で作物
さくもつ

は大
おお

きな被害
ひ が い

を受
う

けました。 
  عانت المحاصيل ضرراً كبيراً في اإلعصار

被害者 （ひがいしゃ） ضحية   

加害者 （かがいしゃ） المعتدي   
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القاتل, المجرم  殺害 （さつがい）  

公害 （こうがい）  البيئة(تلوث(    

公害問題
もんだい

  
  أزمة التلوث

害虫 （がいちゅう） حشرة ضارة  

街 Page 849 بلدة, شارع, دةجا  ガイ、カイ、まち 

街 （まち） مركز تسوق/يمركز تجار, الجزء النشط من المدينة   

家内
か な い

は街
まち

に買
か

い物
もの

に行
い

きました。 
.زوجتي ذھبت للتسوق في منطقة األسواق    

商店街 （しょうてんがい） مركز تسوق, شارع تجاري   

中華街 （ちゅうかがい） الحي الصيني  

電気街 （でんきがい）  طوكيو -أكيھابارا(المدينة الكھربائية(   

各 Page 232 كل, كل واحد  カク、おのおの 

各 （かく） جميع, كل   

各教室 （かくきょうしつ） كل فصل دراسي  

各自 （かくじ） كل شخص  

各駅 （かくえき） كل محطة  

各駅停車
かくえきていしゃ

の電車
でんしゃ

  
  القطار يقف عند كل محطة

覚 Page 864 يفيق, يصحو, يتذكر, يتعلم, يحفظ  カク、おぼ、さ 

覚え （おぼえ） ذكرى, ذاكرة   

この子
こ

は覚
おぼ

えがいいです。 
  ھذا الطفل له ذاكرة جيدة

覚える （おぼえる） يتذكر, يحفظ   

明日
あ し た

までにこの詩
し

を覚
おぼ

えてください。 
.أرجو حفظ ھذه القصيدة بحلول يوم غد   

あの人
ひと

の名前
な ま え

を覚
おぼ

えていますか。 
أتذكر اسم ذلك الشخص؟ ال   
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  目覚める （めざめる） يستيقظ من نومه

毎朝
まいあさ

7時
じ

に目覚
め ざ

めました。 
ل صباح استيقظ الساعة السابعةك   起きる :عادة ً نستخدم 

 目覚まし  :بالعامية 目覚まし時計 （めざましどけい） ساعة منبھة

حاسة, شعور  感覚 （かんかく）  

寒
さむ

さで指
ゆび

の感覚
かんかく

がなかったです。 
.بسبب البرد لم أشعر بأصابعي   

完 Page 320 نھاية, تمام, كامل, مثالي  カン 

完全 （かんぜん） تمام, كمال   

完全に終わりましたか。 ھل انتھيت بالكامل؟  

完
かん

ぺき  
صالنق تفاءان, كمال   

恵子
け い こ

さんの英語
え い ご

はほぼ完
かん

ぺきです。 
  لغة كييكو االنجليزية تكاد تكون كاملة

完売 （かんばい） بيع بالكامل ＝売り切り （うりきり） 

官 Page 321 الحكومة, بيروقراطية  カン 

外交官 （がいこうかん） دبلوماسي   

警官 （けいかん） عادة ً نستخدم شرطي :けいさつ 

管  Page 778 كالم السكران, آلة ھوائية, أنبوب  カン、くだ 

管 （かん） أنبوب ＝管 （くだ） 

水道管 （すいどうかん） أنبوب المياه  

血管 （けっかん） دمويةاألوعية ال   

関 Page 947 يتعلق بـ, يخص, بوابة, حاجز, صلة  カン、せき 

関係 （かんけい） صلة, قرابة, عالقة   

父
ちち

は仕事
し ご と

の関係
かんけい

でニュ
に ゅ

ーヨ
よ

ーク
く

にいます。 
له صلة بالعمل) أمر(أبي في نيويورك لـ    

人間関係 （にんげんかんけい） العالقات اإلنسانية  
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  肉体関係 （にくたいかんけい） العالقات الجسدية

恋愛関係 （れんあいかんけい） عالقة حب  

関税 （かんぜい） رسم جمركي  

関心 （かんしん） عناية, اھتمام   

歴史
れ き し

に大変関心
たいへんかんしん

があります。 
  أنا مھتم جداً بالتاريخ

玄関 （げんかん）  في البيت الياباني(مدخل البيت(   

どうぞ玄関
げんかん

から入
はい

ってください。 
.تعال من المدخل أرجوك   

関西（かんさい）  و واليات ھيوغو, واكاياما, ميي, نارا, أوساكا, كيوتو(كانساي(  

  関西弁 （かんさいべん） لھجة كانساي

関東 （かんとう）  نصف الشرقي من اليابان بما في ذلك طوكيوال(كانتو(   

観 Page 865 حالة أو ھيئة, مظھر, نظرة, منظر  カン 

観光 （かんこう） زيارة للمعالم(ة سياح(   

グアム
ぐ あ む

に観光
かんこう

で行
い

きます。 
  سأذھب إلى غوام للسياحة

観光
かんこう

バス
ば す

  
  حافلة للسياح

観光地 （かんこうち） منطقة سياحية, منتجع سياحي   

観光客 （かんこうきゃく） زائر للمعالم(ح سائ(   

観光旅行 （かんこうりょこう）  لزيارة المعالم(رحلة سياحية(   

観察 （かんさつ） مراقبة  

毎晩星
まいばんほし

を観察
かんさつ

しています。 
.أراقب النجوم كل ليلة   

願 Page 972 أمل, أمنية, قسم, طلب, التماس  ガン、ねが 

願い （ねがい） رغبة, أمنية   

私
わたし

の願
ねが

いが叶
かな

った。 
.تحققت أمنيتي  叶う （かなう） قسم أو (موفى 

)وعد   
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  願う （ねがう） يتمنى

願
ねが

い事
ごと

が叶
かな

う様
よう

に。 
 تستخدم في المعابد أرجو أن تتحقق أمنيتي

 كلنا نتمنى سالم العالم
私
わたし

たちみんな世界平和
せ か い へ い わ

を願
ねが

っています。 
 

お願
ねが

いします。 
!!!!أرجوك   

お願い （おねがい） من آخر تطلبه(خدمة أو فضل , طلب(   

ちょっとお願
ねが

いがあるんですが。 
  أحتاج منك خدمة

願書 （がんしょ）  مكتوبة(استمارة طلب(   

希 Page 365 قليل, نادر, توسل, استجداء, طلب, أمل  キ 

希望 （きぼう） أمنية, أمل  ＝願い （ねがい） 

希望する يتمنى أن, يأمل أن..   

全世界
ぜんせかい

が平和
へ い わ

を希望
き ぼ う

しています。 
له يأمل السالمالعالم ك   

季 Page 316 فصول  キ 

四季 （しき） الفصول األربعة  

日本は四季があります。 في اليابان أربعة فصول  

季節 （きせつ） فصول  

どの季節
き せ つ

が一番好
いちばんす

きですか。 
  أي فصل تحب أكثر؟

毎年
まいとし

この季節
き せ つ

には雨
あめ

が多
おお

いです。 
  كل سنة في ھذا الفصل ھناك أمطار كثيرة

夏期休暇 （かききゅうか） الصيغة الرسمية لـ عطلة الصيف夏休み（なつやす

み） 

紀 Page 786 ةجيولوجي عصر أو فترة, ةقص, رواية, سجل..  キ 

世紀 （せいき） معداد للقرون قرن 

 من أي سنة يبدأ القرن الواحد و العشرين؟
21 世紀は何年

なんねん

から始
はじ

まりますか。 
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AD بعد الميالد    紀元 （きげん）  

紀元前 （きげんぜん） BC  قبل الميالد   

その哲学者
てつがくしゃ

は紀元前
きげんぜん

60年
ねん

に生
う

まれました。 
قبل الميالد 60ذلك الفيلسوف ولد عام  .  

ジュラ紀  العصر الجوراسي  

喜 Page 250 اع بـاستمت, ابتھاج  キ、よろこ 

喜び （よろこび） فرح, سرور, بھجة   

ご両親
りょうしん

は喜
よろこ

びでいっぱいでした。 
  كان الوالدان مبتھجين جداً

喜ぶ （よろこぶ）   َيصبح مسروراً, ريُس   

彼
かれ

はその知
し

らせを聞
き

いて喜
よろこ

んだ。 
  سمع األخبار و كان سعيداً

喜んで （よろこんで） بكل سرور  

喜んで教えてあげる。 سأعلمك بكل سرور.  
.يسرني أن أعلمك  

 

旗 Page 546 راية, الفتة, العلم الوطني.  キ、はた 

旗 （はた） راية, علم    

旗竿 （はたざお） سارية العلم  

国旗 （こっき） العلم الوطني  

国連旗 （こくれんき） علم األمم المتحدة  

器 Page 253 آلة, ءإنا, وعاء, أداة..  キ、うつわ 

器官 （きかん）  في جسم اإلنسان(عضو(   

消化器官 （しょうかきかん） أعضاء ھضمية  

楽器 （がっき） آلة موسيقية  

管楽器 （かんがっき） آلة ھوائية  

炊飯器 （すいはんき） طباخة األرز  
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سالح, أسلحة  兵器 （へいき） = 武器 （ぶき） 

核兵器 （かくへいき） أسلحة نووية  

細菌兵器 （さいきんへいき）  حيوية/بيولوجية(أسلحة بكتيرية(   

計算器 （けいさんき） آلة حاسبة 計算（けいさん）  

機 Page 604 ماكينة, مناسبة, فرصة, آلية.  キ、はた 

機会 （きかい） إمكانية, فرصة   

田中
た な か

さんと会
あ

う機会
き か い

がなかったです。 
  لم أجد فرصة لرؤية السيد تاناكا

機械 （きかい） آلة   

計算機 （けいさんき） حاسوب, آلة حاسبة   = 計算器 （けいさんき）  

飛行機 （ひこうき） طائرة   

北海道
ほっかいどう

に飛行機
ひ こ う き

で行
い

きます。 
ھوكايدو بالطائرةإلى  ذھب)  ـيـ -ـتـ  -أ( سـ    

自動販売機 （じどうはんばいき） ماكينة البيع  

洗濯機 （せんたくき） غسالة  

皿洗い機 （さらあらいき） غسالة الصحون  

扇風機 （せんぷうき） مروحة كھربائية  

掃除機 （そうじき） مكنسة كھربائية  

危機
き き  أزمة

 

 

石油危機 （せきゆきき） أزمة النفط  

機嫌 （きげん） مزاج   

今日機嫌
き ょ う き げ ん

が悪
わる

いです。 
في مزاج سيء اليوم) أنا(   

議 Page 892 اعتبار شيء في مباحثة, نقاش, استشارة, تشاور.  ギ 

議員 （ぎいん） عضو في مجلس تشريعي.   

議会 （ぎかい） تشريعي. (مجلس(  
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  県議会 （けんぎかい） مجلس مقاطعة

市議会 （しぎかい） مجلس المدينة  

国会議員 （こっかいぎいん） عضو مجلس تشريعي وطني.  国会 مجلس تشريعي وطني 

.عضو كونغرس   
アメリカ
あ め り か

の国会議員
こっかいぎいん

 

 

国会議事堂（こっかいぎじどう）     البرلمان الياباني(المجلس التشريعي الوطني(   

会議 （かいぎ） مؤتمر, اجتماع.   

会議中 （かいぎちゅう） في مؤتمر, في اجتماع.   

戸田さんは会議中です  في اجتماع اآلن توداالسيد.   

会議室 （かいぎしつ） غرفة االجتماعات  

国際会議 （こくさいかいぎ） مؤتمر دولي  

議長 （ぎちょう）  لجلسة أو مؤتمر(رئيس(    

求 Page 627 متطلب, أمنية, حاجة, لبط  キュウ、もと 

求める （もとめる） يلتمس, يبحث عن, يلتمس, يطلب   

彼
かれ

に助
たす

けを求
もと

めました。 
لبت منه المساعدةط   

兄
あに

は今職
いましょく

を求
もと

めています。 
.عن عمل اآلن أخي األكبر يبحث   

請求書 （せいきゅうしょ） ةفاتور   

泣 Page 633 أنين, نواح, بكاء  キュウ、な 

泣く （なく） ينوح, يبكي   

赤
あか

ちゃんは泣
な

いています。 
.الرضيع يبكي   

彼女
かのじょ

は泣
な

きました。 
.بكت   

泣き言 （なきごと） شكوى.   

救 Page 532 يستعيد, يخلص, يساعد, مساعدة, ينقذ, إنقاذ  キュウ、すく 
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.مساعدة, إنقاذ  救い （すくい）  

救う （すくう） ينجد, يساعد, ينقذ.   

先生
せんせい

はおぼれている子供
こ ど も

を救
すく

いました。 
.األستاذ أنقذ الطفل الغريق   

救急車 （きゅうきゅうしゃ） اإلسعاف  

救急箱 （きゅうきゅうばこ） صندوق اإلسعافات األولية  

救急病院 （きゅうきゅうびょういん） مشفى طوارئ   

給料 （きゅうりょう） أجر, راتب   

姉
あね

の 給 料
きゅうりょう

は月
つき

に 16万円
まんえん

です。 
ين في الشھر 160,000راتب أختي الكبرى    

給料日 （きょうりょうび） يوم صرف الرواتب   

月給 （げっきゅう） راتب شھري  

週給 （しゅうきゅう） راتب أسبوعي  

日給 （にっきゅう） أجر يومي  

時給 （じきゅう） أجر بالساعة  

給食 （きゅうしょく） وجبة الغداء في المدرسة  

挙 Page 511 تصرف, مشروع, خطة, رفع  キョ、あ 

選挙 （せんきょ） انتخاب  

選挙する （せんきょする） ينتخب, يختار   

選挙運動（せんきょうんどう） حملة انتخابية  

漁 Page 663 السّماكة, صيد السمك  ギョ、リョウ 

漁業 （ぎょぎょう） صناعة صيد السمك, كسوق السم   

漁船 （ぎょせん） زورق صيد  

漁師 （りょうし） صياد سمك 猟師 （りょうし）صياد  
ً مع, على حد السواء, و, كل, كليھما, معا  共 Page 162 キョウ、とも 
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ً  共に （ともに） = 一緒に （いっしょに） معا

男女共学 （だんじょうきょうがく）  لمختلظاالتعليم    

共産党 （きょうさんとう）  الشيوعيالحزب   

共通の （きょうつうの） شائع, مشترك, متبادل   

あの人
ひと

は私
わたし

たちの共通
きょうつう

の友達
ともだち

です。 
.ھو صديقنا المشترك   

共通点 （きょうつうてん） شيء مشترك, نقطة مشتركة   

たくさん共通点があります。 نشترك في العديد من األشياء.   

共同 （きょうどう） اشتراك, تعاون    

共同トイレ   عموميحمام   

共同声明 （きょうどうせいめい） بيان مشترك  

共和国 （きょうわこく） دولة جمھورية   

イラク共和国 جمھورية العراق  

協 Page 210 تعاون キョウ 

協会 （きょうかい） منظمة , جمعية   

日本放送協会（にっぽんほうそうきょうかい）   ةية لإلذاعة والتلفزالوطنية اليابان لھيئةا ,NHK  

協力 （きょうりょく）  تعاون  

友達
ともだち

と協力してください。 
  أرجوك تعاون مع أصدقائك

鏡 Page 941 غطاء البرميل, منظار, مرآة  キョウ、かがみ 

鏡 （かがみ） مرآة  

手鏡 （てかがみ） مرآة يد صغيرة  

眼鏡 （めがね） نظارة 眼 （め）مقلة العين  

ميكروسكوب, مجھر  顕微鏡 （けんびきょう）  

望遠鏡 （ぼうえんきょう） ليسكوبت, منظار    
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)لرصد األجرام السماوية( تلسكوب  天体望遠鏡 （てんたいぼうえんきょう）  

双眼鏡 （そうがんきょう） منظار ثنائي العينين  双子 （ふたご）توأم  

競 Page 769 ينافس ,  سابقي, يبيع بالمزاد/يزايد,يعرض, معيتنافس , يحاكي
 في

キョウ、ケイ、きそ、せ 

競争 （きょうそう） مسابقة, منافسة   

競争相手 （きょうそうあいて） خصم, منافس   

競走 （きょうそう） سباق جري  

100 メートル競走 متر 100الـ  سباق   

競馬 （けいば） سباق الخيول  

競馬場 （けいばじょう） المضمار  

競輪 （けいりん） سباق الدراجات  

極 Page 594 ةنھاي, جداً/متطرف, استنتاج/اتمةخ, قطب.  キョウ、ゴク、きわ 

南極 （なんきょく） القطب الجنوبي  

南極大陸 （なんきょくたいりく） القارة القطبية الجنوبية, آنتاركتيكا   

北極 （ほっきょく） القطب الشمالي  

北極海 （ほっきょくかい） المتجمد الشمالي المحيط   

極東 （きょくとう） الشرق األقصى  

訓 Page 871 تعليم, توجيه, انجيالقراءة اليابانية للك  

音訓 （おんくん） قراءة الكانجي  

訓読み （くんよみ） القراءة اليابانية للكانجي  

訓練 （くんれん） تمرين, تدريب   

軍 Page 914 معركة, حرب, قوات, جيش  グン 

軍人 （ぐんじん） جندي  

軍艦 （ぐんかん） سفينة حربية   

軍隊 （ぐんたい） شجي, قوات مسلحة  
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الياباني الجيش  日本軍 （にほんぐん）  

海軍 （かいぐん） سالح البحرية   

米海軍 （べいかいぐん） سالح البحرية األمريكي  

海軍基地 （かいぐんきち） قاعدة بحرية  

空軍 （くうぐん） القوات الجوية, سالح الجو   

米空軍 （べいくうぐん） القوات الجوية األمريكية  

空軍基地 （くうぐんきち） قاعدة جوية  

将軍 （しょうぐん） قائد القوات ,شوغن   

郡 Page 462 منطقة, بلد  グン 

郡 （ぐん） في القرى( تستخدم في العناوين  منطلقة أو بلدة ريفية(  

径 Page 396 طريقة, طريق, قطر  ケイ 

半径 （はんけい）  في دائرة أو نطاق(نصف قطر(   

地球
ちきゅう

の半径
はんけい

はどのくらいですか。 
  ما نصف قطر األرض؟

直径 （ちょっけい）  الدائرة(قطر(    

この円
えん

の直径
ちょっけい

は 2 メートルです。 
  قطر ھذه الدائرة مترين

型  Page 268 نوع, وذجنم, قالب  ケイ、かた 

型 （かた） قالب, نمط,نموذج, أسلوب, نوع   

新しい型の車（あたらしいかたのくるま） جديد موديل ذات سيارة   

洋服の型 （ようふくのかた） نقوش المالبس  

小型 （こがた） صغير الحجم, مصغر   

小型の辞書 （こがたのじしょ） قاموس الجيب  

空手の型 （からてのかた）  في الكاراتيه(الكاتا(   

景 Page 557 مشھد, منظر  ケイ 
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ر ليليمنظ  夜景 （やけい）  

景色 （けしき） منظر طبيعي, منظر جميل  = 風景 （ふうけい） 

山の景色が好きです。 أحب مناظر الجبال  

美
うつく

しい景色
け し き

ですね。 
أليس كذلك؟, منظر جميل   

田園風景 （でんえんふうけい） يعي ريفيمنظر طب منطقة ريفية, الريف   

أحوال األعمال, االقتصاد  景気 （けいき）  

景気はどうですか。  كيف العمل؟  

3 年前からずっと景気がいいです。 كان العمل جيداً لألعوام الثالثة الماضية. على طول, طيلة الوقت   

غم, أوقات صعبة, )االقتصادي(الركود   不景気 （ふけいき）  

今年は不景気です。  عصيبةاألوقات ً .ھذا العام إقتصاديا   

芸 Page 408 خدعة, تمثيل, أداء, حرفة, فن, تقنية  ゲイ 

芸者 （げいしゃ）  مغنية وراقصة يابانية(غيشا(   

芸術 （げいじゅつ） الفنون الجميلة, فن   

芸術家 （げいじゅつか） فنان  

園芸 （えんげい） زراعة الحدائقفن , ةالستن   

園芸用具 （えんげいようぐ） أداوت البستنة  

欠 Page 607 شلف, ھوة/فجوة, قلة/نقص  ケツ、か 

欠陥 （けっかん） عجز/نقص, عيب, خلل   

この機械
き か い

には欠陥
けっかん

があります。 
  ھناك خلل في ھذه اآللة

欠席 （けっせき） غياب   

欠席する  يغيب  

なぜ昨日欠席
きのうけっせき

したの。 
  لم كنت غائباً أمس؟

欠点 （けってん） طة ضعفنق, نقص/عيب   
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だれにでも欠点があります。 لكل شخص نقطة ضعف  

病欠 （びょうけつ） التغيب عن المدرسة أو العمل بسبب المرض  

金欠病 （きんけつびょう） ضيق ذات اليد, فاقة, فقر   

 
 


