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11か2  
 1. すわって　ください。	 Please sit. 

　すわります	[すわる]
 2. たって　ください。	 Please stand. 

　たちます	[たつ]
 3. だして　ください。	 Please turn in (something). 

　だします	[だす]
 4. みせて　ください。	 Please show me  

　みせます	[みせる]	 (something).

 5. まどを　あけて　ください。	Please open the window. 

　あけます	[あける]
 6. ドアを　しめて　ください。	Please close the door. 

　しめます	[しめる]
 7. しずかにしてください。	 Please be quiet. 

　しずかにします	[する]
 8. もう　いちど　いって	 Please say it one more time.

  ください。　いいます	[いう]
 9. ちょっと　まって　ください。	Please wait a minute. 

　まちます	[まつ]	
 10. (お)みせ	 store

 11. すみません。	   Excuse me!  
(to get attention)

11か3  
 1. シャツ	 shirt

 2. ジャケット	 jacket

 3. パンツ		 pants 

ズボン is used by the older generation.

 4. くつ	 shoes

 5. とけい		 watch, clock

 6. スーパー	 supermarket

 7. ほんや	 bookstore

 8. はなや	 flower shop

 9. すしや	 sushi shop/bar

 10. きっさてん		 coffee shop

 11. かいます		
[かう/かって]	 to buy

11か4

1. $ 2. ¢ 3. ¥ (yen)

いちえん
1 いちドル* いっセント 一円
2 にドル 二セント 二円
3 さんドル 三セント 三円

4 よんドル 四セント よえん
5 ごドル 五セント 五円
6 ろくドル 六セント 六円
7 ななドル 七セント 七円
8 はちドル はっセント 八円
9 きゅうドル 九セント 九円
10 じゅうドル じゅっセント 十円
? なんドル 何セント 何円

4. 100 5. 1,000 6. 10,000

ひゃく せん いちまん
1 百 千** 一万
2 二百 二千 二万
3 三びゃく 三ぜん 三万
4 四百 四千 四万
5 五百 五千 五万
6 ろっぴゃく 六千 六万
7 七百 七千 七万
8 はっぴゃく はっ千 八万
9 九百 九千 九万
10 十万
? 何びゃく 何ぜん 何万

 7. (お)いくら	  How much?  
[for cost, お adds politeness]

 8. 〜ぐらい	 about 〜 [not used for time]

 9. どれ		 Which one? [of more than 2]

 10. どの〜	 Which 〜?

 11. じゅうまん	 100,000 (hundred thousand

 12. ひゃくまん	 1,000,000 (one million)

11か5
 1. たかい	[い	Adj]	 expensive

 2. やすい	[い	Adj]	 cheap

 3. おいしい	[い	Adj]	 delicious

 4. まずい	[い	Adj]	 unappetizing

 5. すごい	[い	Adj]	 is terrific, terrible 
Describes something extreme

 6. すばらしい[い	Adj]	 is wonderful

 7. 〜は　いかがですか。	How about 〜? 
Polite equivalent of どうですか。

 8. わあ！	 Wow!
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11か1
Verb TE Form

Example: たべて is the TE form of たべます.

たべて　ください。 Please eat. (request)

たべて　もいいですか。 May I eat? (permission)

たべて、　ねました。 I ate and slept. (sequence)

1. Group 1 Verbs are identified by the verb stem ending (the portion 
of the verb which remains after dropping the –ます). If there are more 
than 2 hiragana characters remaining in the verb stem after dropping 

–ます, and the final sound of the verb stem is an –i ending sound, the 

verb can usually be categorized as a Group 1 verb.

Verb Stem Ending TE Form Ending

み、に、び	 んで
い、ち、り	 って
き	 	 いて
ぎ	 	 いで
し	 	 して
*Exception:	to go, いきます　＝　いって

2. Group 2 Verbs can be identified by a verb stem which ends in 
an “e-sounding” hiragana, or a verb stem which contains only one 
hiragana. Group 2 TE forms are created simply by adding て after 
removing the –ます。
MASU form Meaning TE form

[-e	ます]	 みえます	 can be seen	 みえて
	 	 きこえます	 can be heard	 きこえて
	 	 たべます	 to eat	 たべて
	 	 ねます	 to sleep	 ねて
	 	 まけます	 to lose	 まけて

[　ます]	 みます	 to see, watch	 みて
	 	 います	 to be (animate)	 いて
[Exceptions]				おきます	 to get up	 おきて
 3. Group 3 Verbs Onlyきます	,	します	and noun + します 
verbs belong to this group.

MASU form Meaning TE form

きます	 to come	 きて
します	 to do		 して
べんきょう(を)		 to study	 べんきょう(を)	
します	 	 	 して
タイプ(を)		 to type タイプ(を)	
します	 	 	 して

11か2
Verb TE form + ください
The Verb TE form + extenderください	is used to express 
a request: “Please do…”

ゆっくり　はなして　ください。　
Please speak slowly.

11か3
Noun Connector か
Noun 1 か Noun 2 Noun 1 or Noun 2

か is used between two or more nouns, か is not used to conjoin 
adjectives, verbs or adverbs.

ジュースか　お水を　のみます。　
I will drink juice or water.

TE Form Verbs in Permission Questions

Verb (TE form)も　いいですか。　May I… ?

When granting permission, respond with	はい、どうぞ。
お水を　のんでも　いいですか。
May I drink (some) water?

Summary of Adjectives and Noun Modifiers

い	Adjective + X + Noun あかい　シャツ 
  red shirt

な Adjective +な + Noun きれいな　シャツ 
  pretty shirt

Noun + の +  Noun  あかと　しろの　シャツ
  red and white shirt

11か4
Adjectives and Pronouns

い	Adjective 　　+の
な	Adjective + な + の
の is a noun that means “one,” i.e., tall one, good one. In this case,	
の	is not a particle.

きれいなのを　ください。
Please give me a clean one.

Summary of Pronouns

	 こ	 	 	 そ　	
ここ here そこ there

これ this one それ that one

この〜 this ~	 その〜 that ~
	 あ　	 	 	ど　
あそ over there どこ where?

あれ that one over there どれ which one

あの〜 that ~ over there どの〜 which ~ ?

RecognitionKANJI

白
しろ	(い)

百
ひゃく,
びゃく,	
ぴゃく

千
せん,
ぜん

万
まん

円
えん

見
み	(る)

犬
いぬ

太
ふと(る)


