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12か1  
 1. おなかが　すきました。	 I got hungry.

  おなかが　ペコペコです。	 I am hungry.

  おなか	means “stomach,”	すきました	means “became 

empty.” ペコペコ is an onomatopoetic expression suggesting 
emptiness.

 2. のどが　かわきました。	  I got thirsty.

  のどが　カラカラです。	 I am thirsty. 

  のど means “throat” and	かわきました	means “became 

dry.”	カラカラ	is an onomatopoetic expression suggesting 

dryness. 

 3. もう	+ Aff.	 already

 4. いいえ、まだです。	 No, not yet.

 5. じゃ	 Well then (informal)

 6. では	 Well then (formal)

12か2  
 1. ピザ	 pizza

 2. ハンバーガー	 hamburger

 3. ホットドッグ	 hot dog

 4. サンドイッチ	 sandwich

 5. サラダ	 salad

 6. フライドポテト	 French fries

 7. (お)べんとう	 box lunch

 8. (お)むすび	or	(お)にぎり	 rice ball

 9. サイズ	 size

 10. S(エス)	サイズ	 small size

 11. M(エム)	サイズ	 medium size

 12. L(エル)	サイズ	 large size

 13. ぜんぶ	 everything

 14. ぜんぶで	 for all 

  (で is a totalizing particle.)

 15. Noun 1	は　	Noun 2/な	Adjective で、Sentence 2。	
	 	Noun 1 is Noun 2/な	Adj. and Sentence 2. 

12か3  
 1. (お)はし	 chopsticks

 2. フォーク	 fork

 3. スプーン	 spoon

 4. ナイフ	 knife

 5. ストロー	 straw

 6. (お)さら	 a plate, a dish

 7. コップ	 cup

 8. ナプキン	 napkin

	9.	 cupful, glassful, bowlful, spoonful

1 いっぱい 一杯
2 にはい 二杯
3 さんばい 三杯
4 よんはい 四杯
5 ごはい 五杯
6 ろっぱい 六杯
7 ななはい 七杯
8 はっぱい	 八杯
9 きゅうはい	 九杯
10 じゅっぱい 十杯
? なんばい	 何杯

 10. フォークで	 with a fork

 11. いいえ、けっこうです。	 No, thank you.

 12. わすれました	 I forgot.

 13. 〜が　いります		 need 〜

 14. 〜を　かして　ください。	 Please lend me 〜.

12か4  
 1. つめたい		 cold (to the touch)

 2. あたたかい		 warm

 3. もう（いっぱい）	 (one) more (cup)

 4. いただきます。	  Used before beginning a 
meal. Literally means “I 
will receive.”

 5. ごちそうさま。	  Used upon finishing a 
meal.Literally means  
“It was a feast.”

 6. おなかが　いっぱいです	  I am full. Literally means 
“The stomach is full.”

12か5 
 1. じゃ、また　あとで。	  Well then,  

see you later.

				「では、また　あとで。」is a formal equivalent.

 2. バイバイ。	 Good-bye. 
 Used informally only.

 3. これから	 From now on

 4. それから	 And then
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12か1
Adverbs

“Already” Adverb もう	&	“Not Yet” Adverb まだ
もう + Verb –ました  already

まだ + Verb (TE form) +	いません。 (not) yet 〜
もう　おひるごはんを　食べましたか。　
Did you already eat lunch?

いいえ、まだ　たべて　いません。
No, I have not eaten yet.

12か2
Conjoining な Adjective-Ending Sentences

Noun 1 は	Noun 2/な	 Adjective で	, Sentence 2。＝
Noun 1 は	Noun 2/な	 Adjective	です。そして	Sentence 2

で	is the TE form of です and conjoins two sentences. It can only 

be used when the first sentence ends with a noun or な	adjective, but 

never with a sentence ending with an	い adjective or verb.

あには　大学生で、今　サンフランシスコに　
います。
My older brother is a college student and is now in San Francisco.

Totalizer で
Amount + Counter + で	 “for”

この　シャツは　２まいで　３０ドルです。　
This shirt is two for $30.

12か3
Means Particle + で
Means + で
Tells how an action is done, or the means by which it is done.

この　しゅくだいを　えんぴつで　かきました。
I wrote this homework with a pencil.

12か4
Conjoining い Adjective-Ending Sentences

い	Adjective + くて、 Sentence 2。

日本語の　じゅぎょうは　おもしろくて、
たのしいです。
Japanese class is interesting and fun.

12か5
Conjoining Verb-ending Sentences with the Verb TE Form

To conjoin two sentences with “and” when the first of 
the two sentences ends with a verb, convert the verb in 
the first sentence into its TE form and attach the second 
sentence. A sequence of actions may be described using 
this construction. The first sentence occurs chronologically 
before the second. 

テレビを　見て、しゅくだいを　して、
それから　ねます。
I watch television, do homework and then go to bed.

Summary of Conjoining Sentences

Sentence Endings Conjoining Sentences

Noun ending  ピザは　２ドルで、
	 	 べんとうは　５ドルです。
  Pizza is $2 and bento is $5.

な	Adjective ending  このみせは　きれいで、
	 	 しずかです。
  This store is clean and quiet.

い	Adjective ending  この　べんとうは　	
やすくて、おいしいです。

  This box lunch is cheap and delicious.

Verb ending  うちへ　かえって、	
ねました。

  I went home and went to bed.
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