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よみがな 語彙 ポルトガル語 

あいしょう（にっくねーむ、よびな） 愛称（ニックネーム、呼び名） Apelido 

あたま 頭 Cabeça 

あとぴー アトピー Atopia 

あなふぃらきしーしょっく（つよいあれるぎーは

んのう） 

アナフィラキシーショック（強いアレル

ギー反応） 

Choque anafiláctico (reacção alérgica forte) 

あるばいと アルバイト Trabalho temporário (tipo "bico") 

あれるぎー（かじょうはんのう、くすりやたべも

のでからだがわるくなること） 

アレルギー（過剰反応、薬や食べ物で

体が悪くなること） 

Alergia (reação anormal do corpo a algum 
remédio, comida, etc) 

い 胃 Estômago 

いかいよう 胃潰瘍 Úlcera gástrica 

いきぎれがする  息切れがする  Falta de ar 

いくら いくら Caviar de salmão, ovas de salmão 

いし（おいしゃさん） 医師（お医者さん） Médico 

いじょうなし（せいじょう、だいじょうぶ） 異常なし（正常、大丈夫） Nenhuma anormalidade (normal, ok) 

いじょうはない（せいじょう、だいじょうぶ） 異常はない（正常、大丈夫） Nenhuma anormalidade (normal, ok) 

いっこだて 一戸建て Casa  

いっぱんてきなたいちょうふりょう 一般的な体調不良 Sensação de mal-estar 

いにん（まかせること） 委任（まかせること） Delegação (delegar algo à alguém) 

いりょうきかんめい（びょういんのなまえ） 医療機関名（病院の名前） Nome da instituição médica (nome do hospital) 

［にんしんけんさで］いんせい（にんしんのかの

うせいがちいさい） 

［妊娠検査で］陰性（妊娠の可能性が

小さい） 

[Teste de gravidez] Negativo (a possibilidade de 
gravidez é pequena) 

うちわけ（ないよう） 内訳（内容） Detalhes (conteúdo)  

うつし（こぴー） 写し（コピー） Cópia 

うんてんめんきょしょう 運転免許証 Carteira de motorista 

えび エビ Camarão 

えむあーる MR MR 

おあずけいれきんがく（さいしょにつうちょうに

いれるおかね） 

お預け入れ金額（最初に通帳に入れ

るお金） 

Valor de depósito (quantidade de dinheiro que 
será depositada pela primeira vez na conta) 

おうと（げろ） 嘔吐（ゲロ） Vómito 

おーとすうぃんぐげんどがく（りようじょうげんが

くのこと１０００まんえんがじょうげん） 

オートスウィング限度額（利用上限額

のこと１０００万円が上限） 

Limite de crédito "Auto swing" (limite máximo de 
1 milhão de ienes para uso) 

おーとろっく（じどうでかぎがかかるどあ） オートロック（自動でカギがかかるド

ア） 

Auto lock (porta com trava automática) 

おくちのおていれ（はみがきなど） お口のお手入れ（歯みがきなど） Cuidado bucal (pasta de dente, etc) 

おたふくかぜ おたふくかぜ Caxumba 

おところ（じゅうしょ） おところ（住所） Endereço 

おとどけけさき（にもつがとどくところ） お届け先（荷物が届くところ） Destinatário (endereço de entrega) 

おなか お腹 Barriga 

おなかがいたい（ふくつう） お腹が痛い（腹痛） Dor de barriga (dor abdominal) 

おなかがはる  お腹がはる  Sentir a barriga inchada, estufada 

おもうしこみしゃ（このしょるいをかいているひ

と） 

お申込者（この書類を書いている人） Contratante (a pessoa que preencheu este 
documento) 

おもうしこみび（このしょるいをだすひ） お申込日（この書類を出す日） Data de inscrição (o dia em que vai entregar os 
documentos) 

おりもの おりもの Corrimento vaginal 

かいごし 介護士 Cuidador 
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がいこうとっけん（くにをだいひょうするしごと

［がいこうかんなど］がもつとくべつなけんり） 

外交特権（国を代表する仕事［外交官

など］が持つ特別な権利） 

Imunidade diplomática (direitos especiais 
concedidos a  representantes do país) 

かいごほけんしせつ（かいごさーびすをうけら

れるしせつ） 

介護保険施設（介護サービスを受けら

れる施設） 

Facilidade de Seguro de Assistência (local para 
receber assistência médica) 

かいしゃ／きぎょう 会社／企業 Empresa, companhia 

かいしゃいん 会社員 Funcionário de empresa 

かいやく 解約 Cancelamento 

かいやくづき（なんがつにかいやくしたいか） 解約月（何月に解約したいか） Mês do cancelamento (em que mês deseja 
cancelar o serviço) 

かおやからだのむくみがある 顔や体のむくみがある Inchaço da face e do corpo 

かきとめ 書留 Carta registrada 

がいしょう（けが） 外傷（けが） Trauma Físico (lesão) 

がくせい 学生 Estudante, aluno 

がくどうほいく（がっこうがおわってからしせつ

でこどもをあずかること） 

学童保育（学校が終わってから施設で

子どもを預かること） 

Creche Pós-Horário Escolar (local que cuida dos 
alunos após o término das aulas) 

がくれき（これまでべんきょうしたがっこうのい

ちらん） 

学歴（これまで勉強した学校の一覧） Formação acadêmica (lista de todas as escolas 
que frequentou até o momento) 

がす ガス Gás 

がすめーたー（がすのしようりょうをしめすき

き） 

ガスメーター（ガスの使用量を示す機

器） 

Medidor de gás (dispositivo que indica a 
quantidade de gás usado) 

かぜい（ぜいきんをはらうこと）  課税（税金を払うこと）  Tributação (pagar impostos) 

かぞく 家族 Família 

かぞくこうせい（かぞくはどんなひとですか？） 家族構成（家族はどんな人ですか？） Estrutura familiar (informações sobre a sua 
família) 

かていからのれんらく（おやがせんせいにつた

えたいこと） 

家庭からの連絡（親が先生に伝えた

いこと） 

Comunicado da família (algo que os pais querem 
comunicar ao professor) 

かに カニ Caranguejo 

かふんしょう／あれるぎーせいびえん 花粉症／アレルギー性鼻炎 Febre do Feno/Rinite alérgica 

かんえん 肝炎 Hepatite 

かんこうへん 肝硬変 Cirrose hepática 

かんしつせいはいえん 間質性肺炎 Doença pulmonar intersticial 

かんせつがいたい 間節が痛い Dor nas articulações 

かんせんしょう 感染症 Doença infecciosa 

かんせんせいいちょうえん（のろうぃるす） 感染性胃腸炎（ノロウィルス） Gastroenterite infecciosa (norovirus) 

かんぞう 肝臓 Fígado 

きーわーど キーワード Palavra chave 

きかんし 気管支 Brônquio 

きそねんきんばんごう 基礎年金番号 Número da Aposentadoria Básica  

きたくさき（がっこうがおわってからこどもがか

えるところ） 

帰宅先（学校が終わってから子どもが

帰るところ） 

Endereço residencial (endereço para onde a 
criança volta depois da escola) 

きぶんがわるい 気分が悪い Sentir-se mal 

きゅういん（ぶんべん） 吸引（分娩） Parto por Vácuo Extrator 

きゅうじゅうしょ（ひっこしまえのじゅうしょ） 旧住所（引っ越し前の住所） Endereço antigo (endereço anterior ao da 
mudança) 

きゅうしょくかつどう（しごとをさがすこと）  求職活動（仕事を探すこと）  Procura de emprego 

きゅうせい（けっこんするまえのなまえ） 旧姓（結婚する前の名前） Nome de solteiro (sobrenome antes do casamento) 

ぎゅうにゅう 牛乳 Leite 

きゅうよ（きゅうりょう：かいしゃからもらうおか

ね） 

給与（給料：会社からもらうお金） Salário (dinheiro pago pela empresa) 
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きょういん 教員 Professor, acadêmico 

きょうぎりこん（ふうふのはなしあいでりこんす

ること） 

協議離婚（夫婦の話し合いで離婚する

こと） 

Divórcio Consensual, amigável (separação 
decidida por ambas as partes) 

きょうしんしょう 狭心症 Angina 

きょうつうがある  胸痛がある  Sentir dor no peito 

きりきずがある 切り傷がある Ter um corte, ferida 

きろく 記録 Registro 

きんしゅ（おかねのしゅるい） 金種（お金の種類） Tipo de dinheiro (tipo de notas, moedas) 

きんしんしゃ（かぞくやちかいしんせき） 近親者（家族や近い親せき） Parentes próximos  

きんむけいたい 勤務形態 Forma de trabalho 

きんむさき（しごとをしているところ） 勤務先（仕事をしているところ） Trabalho (local onde trabalha) 

きんゆうきかん（ぎんこうなど） 金融機関（銀行など） Instituições financeiras (bancos, etc) 

ぐあいがわるい 具合が悪い Sentir-se doente 

くーる（れいとうやれいぞうすること） クール（冷凍や冷蔵すること） Entrega de produtos refrigerados e congelados  

くしゃみがでる くしゃみがでる Espirrar 

くすり 薬 Remédio 

くち 口 Boca 

くりにっく（ちいさいびょういん） クリニック（小さい病院） Clínica (hospital pequeno) 

くれじっと（くれじっとかーど） クレジット（クレジットカード） Crédito (cartão de crédito) 

けいえいしゃ・こようしゃ（けいえいするひと、し

ゃちょう） 

経営者・雇用者（経営する人、社長） Gerente, empregadores (o administrador, 
presidente da empresa) 

けいざいてきりゆう（おかねがたりないこと） 経済的理由（お金が足りないこと） Questões financeiras (falta de dinheiro) 

けいじどうしゃぜい 軽自動車税 Imposto sobre veículos leves 

けいぞく（つづけてもうしこむこと） 継続（続けて申し込むこと） Renovação  (renovação do cadastro para 
continuar a ultizar o bilhete) 

けいやく 契約 Contrato 

けいやくごのごじゅうしょ・しんじゅうしょ（ひっこ

しごのじゅうしょ） 

契約後のご住所・新住所（引っ越し後

の住所） 

Seu novo endereço, endereço após o contrato 
(endereço depois de se mudar) 

けいれん／ひきつけ／ふるえ けいれん／ひきつけ／ふるえ Convulsão/Tremor 

けつえき 血液 Sangue 

けっかん 血管 Vaso sanguíneo 

げっけい（せいり） 月経（生理） Menstruação 

げっけいしゅうき 月経周期 Ciclo menstrual 

げっけいつう 月経痛 Cólica menstrual 

げっけいふじゅん 月経不順 Menstruação irregular 

げっけいりょう 月経量 Fluxo menstrual 

げっけいれき 月経歴 Histórico menstrual 

けっこん（こんいん） 結婚（婚姻） Casamento 

けっせき（がっこうをやすむこと） 欠席（学校をやすむこと） Ausência (faltar na escola) 

けつべんが出る  血便が出る  Sangue nas fezes 

げり 下痢 Diarréia 

げんきん（おかね） 現金（お金） Dinheiro em espécie 

けんげん 権限 Autoridade 

げんじゅうしょ（いま、すんでいるところ） 現住所（今、住んでいるところ） Endereço atual (lugar onde mora atualmente) 

けんせつぎょう 建設業 Trabalhador de construção 

げんめん（へらすこと、なくすこと） 減免（減らすこと、無くすこと） Isenção parcial (reduzir, eliminar) 

ごいらいぬし（にもつをだすひと） ご依頼主（荷物を出す人） Remetente (quem envia a encomenda) 

こうけつあつ（しょう） 高血圧（症） Hipertensão (pressão alta) 

こうざばんごう（つうちょうにかいてあるばんご 口座番号（通帳に書いてある番号） Número da conta (número escrito na caderneta do 
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う） banco) 

こうざめいぎ 口座名義 Titular da conta 

こうしけつしょう 高脂血症 Hiperlipidemia 

こうじょうてきしせつ（にほんこくないにもってい

るしせつ［してんやこうじょうなど］） 

恒常的施設（日本国内に持っている

施設［支店や工場など］） 

Estabelecimento permanente (estabelecimento 
que você possue no Japão [filiais, fábricas, etc]) 

こうせいいん 構成員 Membro  

こうせいねんきん（かいしゃではたらいている

ひとむけのねんきん） 

厚生年金（会社で働いている人向け

の年金） 

Previdência Social (aposentadoria paga a 
funcionários de empresas) 

こうつうじこ（じどうしゃやじてんしゃなどによる

じこ）  

交通事故（自動車や自転車などによる

事故）  

Acidente de trânsito (acidentes com carros, 
biciletas, etc) 

こうむいん 公務員 Funcionário público 

こきゅうきけいしっかん 呼吸器系疾患 Doença respiratória 

こくがいじゅうしょ（にほんいがいのくににある

じゅうしょ） 

国外住所（日本以外の国にある住所） Endereço no seu país de origem (endereço fora do 
Japão) 

こくせき（しゅっしんのくに） 国籍（出身の国） Nacionalidade (país de origem) 

こくみんけんこうほけんぜい 国民健康保険税 Imposto sobre o Seguro de Saúde Nacional 

こくみんねんきん（こくみんいっぱんむけのね

んきん） 

国民年金（国民一般向けの年金） Previdência Nacional (aposentadoria básica para 
todos os cidadãos) 

ごしようしゃめい（ごけいやくしゃめい、つかっ

ているひと） 

ご使用者名（ご契約者名、使っている

人） 

Nome de usuário (nome do contratante) 

こじんしょうてん 個人商店 Loja pessoal 

こせき（にほんにこくせきをもつかぞくのじょう

ほう：なまえ、うまれたとし・つき・ひ） 

戸籍（日本に国籍をもつ家族の情報：

名前、生まれた年・月・日） 

Registro familiar (dados da família que tem 
nacionalidade japonesa) 

こっせつ 骨折 Fratura óssea 

こていしさんぜい 固定資産税 Imposto sobre bens fixos 

こども 子ども Criança 

こむぎ 小麦 Trigo 

ごれんらくさきおでんわばんごう（じぶんのでん

わばんごう） 

ご連絡先お電話番号（自分の電話番

号） 

Telefone para contacto (número de telefone) 

こわれもの（われもの：こわれやすいもの） こわれもの（ワレモノ：壊れやすいも

の） 

Objetos frágeis 

こんしーずん（このきせつがはじまってからい

ままで、ことし） 

今シーズン（この季節が始まってから

今まで、今年） 

Nesta época (desde o início da estação até agora, 
este ano) 

こんだて（めにゅー） 献立（メニュー） Menu 

さーびすぎょう サービス業 Indústria de serviços 

さいこん（２かいめいこうのけっこん） 再婚（２回目以降の結婚） Casar novamente (segundo casamento) 

ざいさん 財産 Propriedade 

ざいしょくしょうめいしょ（しごとをしていることを

しょうめいするかみ） 

在職証明書（仕事をしていることを証

明する紙） 

Certificado de trabalho (documento que prova que 
você está trabalhando) 

さいん（じぶんでかいたなまえ） サイン（自分で書いた名前） Assinatura (nome escrito pela pessoa a mão) 

さかさまげんきん 逆さま厳禁 Este lado para cima 

さぎょうしゃ（がすがいしゃのひと） 作業者（ガス会社の人） Trabalhador, funcionário (pessoa da empresa de 
gás) 

さば さば Cavalinha 

さぷりめんと（えいようをおぎなうもの） サプリメント（栄養を補うもの） Suplementos (para completar a nutrição) 

さらりーまん サラリーマン Salaryman (homem assalariado) 

さんしゅこんごう ３種混合 DTP  

さんじょ 三女 Terceira filha 

さんてい（けいさん）  算定（計算）  Cálculo (conta) 
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しかく 資格 Qualificações, certificados  

しきゅうがんけんしん 子宮がん検診 Rastreio do cancro do colo do útero 

しごとのしゅるい 仕事の種類 Tipos de trabalhos 

じじょ 次女 Segunda filha 

しぜんりゅうざん 自然流産 Aborto espontâneo 

したづみげんきん 下積み厳禁 Não empilhar 

しっかん（びょうき） 疾患（病気） Doença 

してん 支店 Filial 

じどう（じどう：７～１２さい）     児童（じどう：７～１２才）     Criança (de 7 a 12 anos de idade) 

じどうしゃじゅうりょうぜい 自動車重量税 Imposto sobre peso do veículo 

じどうしゃぜい 自動車税 IPVA (imposto sobre automóveis) 

じなん 次男 Segundo filho 

しはんのけんさ 市販の検査 Teste de gravidez comercial  

しはんやく（おみせにうっているくすり）  市販薬（お店に売っている薬）  Remédio comercial (rem-edios vendidos em lojas) 

しべつ（しんでわかれること） 死別（死んで別れること） Viúvo (separação pela morte do cônjuge) 

じゆう（りゆうとおなじ） 事由（理由と同じ） Motivo 

しゅうがく（がっこうでべんきょうすること） 就学（学校で勉強すること） Matrícula (para estudar na escola) 

しゅうがくきぼうこう（じぶんがはいりたいがっ

こう）  

就学希望校（自分が入りたい学校）  Escola desejada para matrícula (a escola em que 
você deseja entrar) 

しゅうがくよていしゃ（これからがっこうにはい

るひと） 

就学予定者（これから学校に入る人） Crianças que vão ingressar na escola 

じゆうぎょう 自由業 Profissional liberal 

じゅうぎょういん 従業員 Empregado 

しゅうごうじゅうたく（あぱーと、まんしょん） 集合住宅（アパート、マンション） Prédio residencial (apartamento, condomínio) 

しゅうにゅう 収入 Renda 

じゅうみんぜい（しちょうそんぜい、しけんみん

ぜい） 

住民税（市町村税、市県民税） Impostos Residencial (imposto municipal e 
estadual) 

じゅうみんとうろく（じゅうみんひょうにとうろくす

ること） 

住民登録（住民票に登録すること） Registro de residente (registro do atestado de 
residente) 

しゅじい（いつもみてもらうおいしゃさん） 主治医（いつもみてもらうお医者さん） Médico encarregado (médico que sempre te 
atende) 

じゅしん（おいしゃさんにあってびょうきなどをし

らべてもらうこと） 

受診（お医者さんに会って病気などを

調べてもらうこと） 

Consulta médica (ir ao hospital e examinar a 
doença) 

しゅっさん 出産 Parto 

しゅっせきていし（がっこうにいくことができない

こと） 

出席停止（学校に行くことができない

こと） 

Suspensão de freqüência [não conseguir ir para a 
escola] 

じゅにゅうちゅう（あかちゃんにぼにゅうをあげ

ている） 

授乳中（赤ちゃんに母乳をあげてい

る） 

Aleitamento materno (período de amamentação) 

しょうがっこう 小学校 Ensino fundamental (antiga Escola Primária) 

じょうきん 常勤 Tempo integral 

しょうこうぎょう 商工業 Comércio e Indústria 

しょうじょう（びょうきのじょうたい） 症状（病気の状態） Sintomas (estado da doença) 

しょうにようはいえんきゅうきんわくちん 小児用肺炎球菌ワクチン Vacina pneumocócica pediátrica 

しょうひぜい 消費税 Imposto sobre consumo 

しようもくてき（なんのためにつかうのか） 使用目的（何のために使うのか） Finalidade (para qual objetivo será usado)  

しょくぎょう（しごと） 職業（仕事） Ocupação (trabalho) 

しょくよくがない  食欲がない  Não ter apetite 

しょくれき（これまでしごとをしたところのいちら

ん） 

職歴（これまで仕事をしたところの一

覧） 

Experiência de trabalho (lista de todos os locais 
em que trabalhou até o momento) 
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しょけい 初経 Primeira menstruação  

しょこん（いっかいめのけっこん） 初婚（１回目の結婚） Primeiro casamento 

しょとくぜい 所得税 imposto de Renda 

しんき（はじめてもうこむこと） 新規（初めて申込むこと） Novo usuário (se cadastrar para utilizar o bilhete 
pela primeira vez) 

しんきんこうそく 心筋梗塞 Enfarte do miocárdio 

しんけんしゃ（ほんにんのおやなど） 親権者（本人の親など） Autoridadae Parental (pais, etc)  

しんじゅうしょ（ひっこしごのじゅうしょ） 新住所（引っ越し後の住所） Novo endereço (endereço depois de se mudar) 

しんぞう 心臓 Coração 

じんぞう 腎臓 Rim 

しんどい／だるい  しんどい／だるい  Sentir-se fraco, com o corpo pesado 

しんふぜん 心不全 Insuficiência cardíaca 

じんましん 蕁麻疹 Urticária 

すいどう 水道 Abastecimento de água 

すぎのかふん 杉の花粉 Pólen de cedro 

ずつうがある／する  頭痛がある／する  Ter dor de cabeça 

せいきゅうしゃ（いちじきんのへんきゃくをもと

めるひと） 

請求者（一時金の返却を求める人） Requerente (aquele que pede a devolução de uma 
quantia fixa) 

せいきゅうしゃ（のうぜいしょうめいをもとめる

ひと） 

請求者（納税証明を求める人） Requerente (que requere o Comprovante do 
Pagamento de Impostos) 

ぜいきん 税金 Imposto 

せいけいひ（せいかつひ：いきていくためにひ

つようなおかね） 

生計費（生活費：生きていくために必

要なお金） 

Custo de vida (quantidade de dinheiro necessária 
para se sustentar) 

せいさんりょうきん（さいごのひにはらうりょうき

ん） 

清算料金（最後の日に払う料金） Ajuste da taxa (taxa paga no último dia) 

せいと（こども、おもにちゅうがくせい・こうこう

せい） 

生徒（子ども、主に中学生・高校生） Aluno (alunos do ensino médio e fundamental - 
antigo Ginásio) 

せかんどおぴにおん セカンドオピニオン Segunda opinião  

せきがでる 咳がでる Ter tosse 

せたい（いっしょにせいかつしているかぞく） 世帯（いっしょに生活している家族） Família (com a qual você mora junto) 

せたいいん 世帯員 Membros da família (daqueles que moram junto) 

せたいぬし 世帯主（世帯の代表） Chefe de família (o representante da família) 

ぜんかく（ふといもじのさいず れい A） 全角（太い文字のサイズ 例 Ａ） Modo "zenkaku" (estilo dos caractéres - exemplo: 
Ａ) 

ぜんそく 喘息 Asma 

せんてんせいめんえきふぜん 先天性免疫不全 Deficiência imunológica congênita 

ぜんりつせんひだいしょう 前立腺肥大症  Hiperplasia prostática benigna 

そうきんきのう（ほかのぎんこうにおかねをおく

ったり、ほかのぎんこうからおかねをうけとった

りするきのう） 

送金機能（他の銀行にお金を送った

り、他の銀行からお金を受け取ったり

する機能） 

Tranferência de dinheiro  

そうたい（がっこうからはやくかえること） 早退（学校から早く帰ること） Sair mais cedo (ir para casa mais cedo da escola) 

そくたつ 速達 Envio expresso (tipo SEDEX) 

そしき 組織 Organização 

そつぎょうしょうしょ（がっこうをそつぎょうする

ときにもらえるかみ、そつぎょうをしょうめいす

るもの） 

卒業証書（学校を卒業するときにもら

える紙、卒業を証明するもの） 

Diploma (documento recebido ao se formar na 
escola) 

そのた その他 Outros 

そば そば Macarrão de trigo sarraceno 

だいがく 大学 Universidade 
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だいず 大豆 Soja 

だいたいしょくひん（なにかのかわりになるしょ

くひん） 

代替食品（何かの代わりになる食品） Alimentos alternativos (alimentos que 
substituem outros) 

たいちょうがわるい 体調が悪い Condição física ruim 

だいりけんじゅよないよう（なにをだいりでして

もらうか） 

代理権授与内容（何を代理でしてもら

うか） 

Escopo da autoridade  (o que o agente faz em seu 
nome) 

だいりにん（ほんにんのかわりに○○するひ

と） 

代理人（本人の代わりに○○する人） Agente (pessoa que faz algo no lugar de outra, 
que representa outra pessoa) 

たちあい（がすかいしゃのひとがいえにくるこ

と） 

立ち合い（ガス会社の人が家に来るこ

と） 

Visita da companhia de gás para iniciar o uso do 
gás 

たちあいしゃ（たちあいにん） 立会者（立会人） Pessoa que realiza a visita para ativar o gás 

たてものけいたい 建物形態 Tipo de construção 

だに ダニ Carrapato 

たまご 卵 Ovo 

たんがでる 痰がでる Congestão (catarro) 

ち（けつえき） 血（血液） Sangue 

ちがでる（しゅっけつ） 血がでる（出血） Sair sangue (sangramento) 

ちこく（がっこうにおくれていくこと） 遅刻（学校におくれていくこと） Atraso (se atrasar para a escola) 

ちゃくしゅつし（けっこんしているふうふからうま

れたこども） 

嫡出子（結婚している夫婦から生まれ

た子供） 

filho legítimo (crianças nascidas do casal) 

ちゃくしゅつしでないこ（ひちゃくしゅつし：けっこ

んしていないふうふからうまれたこども） 

嫡出子でない子（非嫡出子：結婚して

いない夫婦から生まれた子供） 

Filho ilegítimo (criança nascida fora do 
casamento) 

ちゅうがっこう・こうとうがっこう 中学校・高等学校 Ensino fundamental (antigo Ginásio), ensino 
médio 

ちゅうぜつ 中絶 Aborto 

ちょうじょ 長女 Filha mais velha 

ちょうてい（さいばんしょといっしょにりこんのは

なしあいをすること） 

調停（裁判所といっしょに離婚の話し

合いをすること） 

Acordo de divórcio (negociação do divórcio no 
tribunal) 

ちょうなん 長男 Filho mais velho 

ちょちく（ちょきん：おかねをためること） 貯蓄（貯金：お金を貯めること） Poupança (economias: dinheiro salvo, 
economizado)  

ちりょう（なおすこと） 治療（治すこと） Tratamento  

ちりょうちゅう（なおしている） 治療中（治している） Sob o tratamento médico 

つういん（びょういんにいくこと） 通院（病院にいくこと） Frequentar o médico regularmente (ir ao 
hospital) 

つうきん（しごとにいくこと）つうがく（がっこうに

いくこと） 

通勤（仕事に行くこと）通学（学校に行

くこと） 

Trajeto para o trabalho (ir para o trabalho), 
trajeto para a escola (ir para a escola) 

つうふう 痛風 Gota 

つづきがら（かんけい）  続柄（関係）  Relação 

てあしくちびょう 手足口病 Doença mão-pé-boca 

ていおうせっかい 帝王切開 Cesariana 

ていきしんさつちゅう（ずっとつづけてびょうい

んにいっている） 

定期診察中（ずっと続けて病院に行っ

ている）  

Realiza exame médico periódicamente 
(frequentar um hospital periodicamente) 

ていけつあつ（しょう） 低血圧（症） Hipotensão  (pressão baixa) 

ていしゅつさき（このしょるいをだすところ） 提出先（この書類を出すところ） Local de submissão (local onde entregar este 
documento) 

ていしゅつだいりにん（ほんにんのかわりにし

ょるいをかくひと） 

提出代理人（本人の代わりに書類を

書く人） 

Agente de submissão (pessoa que preenche o 
documento no lugar da pessoa) 

てすうりょう（りょうきん） 手数料（料金） Comissão (taxa) 
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でんき 電気 Eletricidade 

てんきょしゃ（ひっこしするひと） 転居者（引っ越しする人） Pessoa que está de mudança 

でんせんせいこうはん（りんごびょう） 伝染性紅斑（りんご病） Eritema infeccioso (conhecido no Japão como 
"doença da maçã") 

でんせんせいのうかしん（とびひ） 伝染性膿痂疹（とびひ） Impetigo  

てんそう（てがみなどをあたらしいじゅうしょへ

おくってもらうこと） 

転送（手紙などを新しい住所へ送って

もらうこと） 

Transferência (tranferência do envio das 
correspondências para o novo endereço) 

てんそうかいしねんがっぴ（てんそうかいしをき

ぼうするひ） 

転送開始年月日（転送開始を希望す

る日） 

Data de início da transferência (a data que você 
gostaria de começar a transferência) 

とういん（このびょういん） 当院（この病院） Este hospital 

どうき（もちべーしょん） 動機（モチベーション） Motivação (as razões para aplicar para este 
trabalho) 

どうきがする  動悸がする  Palpitação 

どうきょ（いっしょにすむこと） 同居（いっしょに住むこと） Morar junto na mesma casa 

とうげつまつ（いまのつきのさいごのひ） 当月末（今の月の最後の日） Final deste mês (último dia deste mês) 

とうこう（がっこうにいくこと） 登校（学校に行くこと） Frequentar a escola (ir à escola) 

とうにょうびょう 糖尿病 Diabetes 

とうろくじゅうしょ（もうしこみをしたときのじゅう

しょ） 

登録住所（申し込みをした時の住所） Endereço registrado (endereço escrito no 
momento da aplicação) 

とくぎ（じぶんのすぐれたところ） 特技（自分の優れたところ） Habilidades (suas competências, coisas que 
consegue fazer bem) 

どくしん 独身 Solteiro (a) 

としけいかくぜい 都市計画税 Imposto sobre planejamento urbano 

とっきじこう（とくにつたえたいこと） 特記事項（特に伝えたいこと） Avisos  

とっきじこう（ようちえんにたいしてとくにつたえ

たいこと）  

特記事項（幼稚園に対して特に伝えた

いこと）  

Avisos (avisos que você quer mandar para o 
jardim de infância) 

とっぱつせいほっしん 突発性発疹 Roséola (exantema súbito) 

とどけでにん（しょるいをやくしょにもってきたひ

と） 

届出人（書類を役所に持ってきた人） "Todokedenin" : a pessoa que trouxe os 
documentos para o órgão do governo 

とどけでねんがっぴ（このかみをだすひ） 届け出年月日（この紙を出す日） Data de notificação (a data da entrega deste 
documento) 

ないぞう 内臓 Órgãos internos 

ないてい（しごとがみつかったこと）  内定（仕事が見つかったこと）  Documento pré empregatício (conseguir a vaga de 
emprego) 

なまもの（くだものやにくなどのなまのもの） なまもの（果物や肉などの生のもの） Alimentos perecíveis   

にしゅこんごう ２種混合 DT 

にほんのうえん 日本脳炎 Encefalite Japonesa 

にもつ 荷物 Bagagens, encomendas 

にもつのしゅるい 荷物の種類 Tipo do conteúdo da encomenda, bagagem  

にもつのはこびかた 荷物の運び方 Cuidados com encomendas e bagagens  

にゅうえんきぼう（じぶんがはいりたいようちえ

ん） 

入園希望（自分が入りたい幼稚園） Jardim de infância desejado (o jardim de infância 
que você deseja matricular a criança) 

にゅうこくねんがっぴ（いつにほんにきたか） 入国年月日（いつ日本に来たか） Data de entrada (data do dia em que chegou no 
Japão)  

にゅうじ 乳児 Bebê 

にゅうしょ（ほいくじょに入ること）  入所（保育所に入ること）  Admissão (ingressar na creche) 

にゅうしょきじゅん（にゅうしょするためのじょう

けん） 

入所基準（入所するための条件） Os critérios de admissão (condições para 
admissão) 

にゅうようじけんしん（あかちゃん、こどものけ

んこうしんだん） 

乳幼児健診（赤ちゃん、子どもの健康

診断） 

Exame médico para bebês e crianças 



 

 

http://www.ask-support.com/japanese/ 

「にほんご宝箱 日本で生活する外国人のためのいろんな書類の書き方」 

にんしん 妊娠 Gravidez 

にんしん（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠（お腹に赤ちゃんがいること ） Gravidez (estar esperando um bebê) 

にんしんちゅう（おなかにあかちゃんがいるこ

と） 

妊娠中（お腹に赤ちゃんがいること） Estar grávida (esperando um bebê) 

ねつがある／でる（はつねつ） 熱がある／でる（発熱） Ter febre 

ねんきん（こうれいしゃなどがもらうおかね） 年金（高齢者などがもらうお金） Pensão (pensão paga a idosos regularmente pelo 
governo) 

ねんきんてちょう 年金手帳 Caderneta de Aposentadoria 

のう 脳 Cérebro 

のうか 農家 Agricultor 

のうぎょう 農業 Agricultura 

のうこうそく 脳梗塞 Enfarto Cerebral 

のうぜいぎむしゃ（ぜいきんをはらったひと・は

らわなければならないひと） 

納税義務者（税金を払った人・払わな

ければならない人） 

Contribuinte (aquele que paga, que deve pagar 
impostos) 

のうそっちゅう 脳卒中 Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

のど のど Garganta 

のどがいたい 喉が痛い Dor de garganta 

ぱーと パート Trabalho de meio período 

はい 肺 Pulmão 

はいぐうしゃ（けっこんあいて） 配偶者（結婚相手） Cônjuge 

はいたつ 配達 Entrega  

はいたつする 配達する Entregar 

はいふん（きごう「‐」） ハイフン（記号「‐」） Hífen (símbolo "-") 

はいりょ（きをつかう、かんがえる） 配慮（気をつかう、考える） Consideração (tomar cuidado, pensar a respeito) 

はうすだすと ハウスダスト Poeira doméstica 

はきけがする 吐き気がする Sentir náuseas 

はけん 派遣 Temporário (por tempo ilimitado) 

はな 鼻 Nariz 

はなづまり  鼻づまり  Congestão nasal (nariz entupido) 

はなみずがでる 鼻水がでる Coriza 

はろーわーく（しごとをしょうかいするところ）  ハローワーク（仕事を紹介するところ）  Hello Work (agência de emprego) 

はんかく（ほそいもじのさいず れい Ａ） 半角（細い文字のサイズ 例 A） Modo "hankaku" (estilo dos caractéres - exemplo: 
A) 

びーしーじー（けっかく） BCG（結核） BCG (tuberculose) 

ぴーなっつ ピーナッツ Amendoim 

ひきょじゅうしゃ（にほんにすんでいないひと

［がいこくにせきがあるひと］） 

非居住者（日本に住んでいない人［外

国に籍がある人］） 

Não residentes [pessoas que não possuem 
nacionalidade japonesa]  

ひっす（かならずかくところ） 必須（必ず書くところ） Obrigatório (deve ser preenchido) 

ひっとうしゃ（しょるいでいちばんうえになまえ

があるひと） 

筆頭者（書類で一番上に名前がある

人） 

O chefe da família (o sobrenome que é colocado 
primeiro nos documentos)  

ひふ 皮膚 Pele 

ひぶ（わくちん） ヒブ(ワクチン） Hib (vacina) 

ひほけんしゃ（ほけんにはいっているひと） 被保険者（保険に入っている人） Segurado (pessoa inscrita no seguro) 

ひほけんしゃばんごう（かいごほけんのばんご

う） 

被保険者番号（介護保険の番号） Número do segurado (número do Seguro de 
Assistência) 

ひゃくにちせき 百日咳（ひゃくにちせき） Coqueluche (Pertússis) 

びようし 美容師 Cabeleireiro 

びょうめい（びょうきのなまえ） 病名（病気の名前） Nome da doença 

ひんけつ 貧血 Anemia 
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びんるい（びんなど） ビン類（ビンなど） Garrafas 

ふうしん／みっかばしか 風疹／三日ばしか Rubéola (sarampo alemão) 

ふくはんのう（ふくさよう、まいなすのこうか） 副反応（副作用、マイナスの効果） Efeito colateral (efeito negativo) 

ふくようちゅう（いま、のんでいる） 服用中（今、飲んでいる） Medicamentos que está tomando atualmente 

ふどうさんしゅとくぜい 不動産取得税 Imposto sobre aquisição de imóveis 

ふとわく（ふといせんでかこまれたところ） 太枠（太い線で囲まれたところ） Lacuna com borda grossa (área demarcada com 
borda grossa) 

ふにんそうだん 不妊相談 Consulta de infertilidade 

ふび(もんだいてん) 不備(問題点) Erro (problema)  

ふよう（じぶんのおかね・きゅうりょうでせわを

すること） 

扶養（自分のお金・給料で世話をする

こと） 

Dependentes (aqueles que dependem do seu 
suporte para viver, como filhos, etc) 

ふりこみこうざ（おかねをうけとるぎんこうのこ

うざ） 

振込口座（お金を受け取る銀行の口

座） 

Conta bancária para depósito (conta bancária 
para receber o dinheiro) 

ぶんべん 分娩 Parto 

ぶんべんじ／しゅっさんじ（こどもがうまれると

き） 

分娩時／出産時（子どもが生まれると

き） 

Momento do parto (quando a criança nasce) 

へいけい 閉経 Menopausa 

へいしゃ（わたしのかいしゃ） 弊社（私の会社） Nossa empresa  

べっきょ（いっしょにすまないこと） 別居（いっしょに住まないこと） Morar separado, em casas diferentes 

へんしんようきってをはったふうとう（きってを

はりじぶんのじゅうしょをかいたふうとう） 

返信用切手を貼った封筒（切手を貼り

自分の住所を書いた封筒） 

Envelope selado para resposta (envelope selado e 
com o seu endereço escrito) 

べんぴ 便秘 Prisão de ventre 

ほいくしょ・ ほいくえん 保育所・保育園 Creche e berçário 

ほいくりょう（ほいくじょにはらうおかね） 保育料（保育所に払うお金） Taxa da creche (dinheiro pago a creche) 

ほうじんしみんぜい 法人市民税 Imposto sobre Pessoas Jurídicas 

ほけんしょう（けんこうほけんのかにゅうしゃし

ょう） 

保険証（健康保険の加入者証） Cartão de Seguro de Saúde (comprovante da 
inscrição no Seguro de Saúde) 

ほごしゃ（おややかぞくなど、こどものせわをす

るひと）  

保護者（親や家族など、子どもの世話

をする人）  

Guardião (família, parentes, aquele que cuida da 
criança) 

ほこり ほこり Poeira 

ほしょう 補償 Compensação 

ほっしん 発疹 Erupção cutânea 

ぽりお（わくちん） ポリオ（ワクチン） Poliomielite (vacina) 

ほんにん（じぶん） 本人（自分） Pessoa (você mesmo) 

ほんにんかくにんしょるい（じぶんをしょうめい

するもの、あいでぃーかーど） 

本人確認書類（自分を証明するもの、

ID カード） 

Documento de identifiação pessoal (documento 
que prove a identidade de uma pessoa física) 

まいすう（なんまい？） 枚数（何枚？） Quantidade de notas (quantas notas?) 

ましん／はしか 麻疹／はしか Sarampo 

まるじるし 丸印 ( ○ ）  Círculo (○) 

みうち（かぞくやしんせき） 身内（かぞくやしんせき）  Parentes  

みずぼうそう／すいとう 水ぼうそう／水痘 Catapora (Varicela) 

むしょく 無職 Desempregado 

め 目 Olho 

めいぎにん（つうちょうになまえがあるひと、ほ

んにん［こうざをつくるひと］） 

名義人（通帳に名前がある人、本人

［口座を作る人］） 

Titular da conta (pessoa com o nome na caderneta 
do banco) 

めじるし（めだつところ） 目印（目立つところ） Marca (uma marca que de destaque, chame a 
atenção) 

めまいがする   めまいがする   Sentir tonturas 

めんえきふぜんしょう 免疫不全症 Imunodeficiência 



 

 

http://www.ask-support.com/japanese/ 

「にほんご宝箱 日本で生活する外国人のためのいろんな書類の書き方」 

めんきょ 免許 Licença 

めんせつ（しごとをみつけるための［あっては

なしをする］てすと）  

面接（仕事を見つけるための［会って

話をする］テスト）  

Entrevista de emprego (prova oral para se 
candidatar a uma vaga) 

もどした もどした Vomitar 

もんしんひょうでよくしつもんされるびょうき 問診票でよく質問される病気 Perguntas frequentes no Questinário Médico  

やけど 火傷 Queimadura 

ゆうこうきかん（いつまでこうかがあるか） 有効期間（いつまで効果があるか） Prazo de validade (até quando tem efeito) 

ようかいごじょうたいくぶん（どのれべるのかい

ごがひつようか） 

要介護状態区分（どのレベルの介護

が必要か） 

Classificação do grau de necessidade de 
assistência médica  ( grau de necessidade de 
cuidados) 

ようかいごど 要介護度 Grau de necessidade de cuidados médicos 

ようじ（ようじ：１～６さい）        幼児（ようじ：１～６才）        Criança (de 1 a 6 anos de idade) 

［にんしんけんさで］ようせい（にんしんのかの

うせいがある） 

［妊娠検査で］陽性（妊娠の可能性が

ある） 

[Teste de gravidez] Positivo (existe a possibilidade 
de gravidez) 

ようちえん 幼稚園 Jardim de infância 

ようぼう（がっこうのせんせいにつたえたいこ

と） 

要望（学校の先生に伝えたいこと） Pedido (algo que queira pedir para o professor) 

ようれんきんかんせんしょう（しょうこうねつ） 溶連菌感染症（しょうこう熱） Faringite estreptocócica (escarlatina) 

よくげつまつ（つぎのつきのさいごのひ） 翌月末（次の月の最後の日） Final do próximo mês (último dia do mês 
seguinte) 

よぼうせっしゅ（わくちん） 予防接種（ワクチン） Vacinação (vacina) 

よんしゅこんごう ４種混合 DTP+IPV  

りうまち リウマチ Artrite 

りこん・りべつ 離婚・離別 Divórcio, separação 

りゅうざん 流産 Aborto (espontâneo) 

りょくないしょう 緑内障 Glaucoma 

りんじ 臨時 Temporário (por tempo limitado) 

ろた（わくちん） ロタ(ワクチン） Rotavírus (vacina) 

わくちん（よぼうせっしゅ） ワクチン（予防接種）  Vacina (vacinação) 

 


