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2か1  
 1. わかりますか。	 Do you understand?

 2. はい、わかります。	 Yes, I understand.

 3. いいえ、	
わかりません。	 No, I do not understand.

 4. しりません。	 I do not know.   
(“I know” is しっています shitte imasu.)  

 5. みえません。	 I can’t see. 

 6. きこえません。	 I can’t hear.

 7. いいです。	 It is good.

 8. だめです。	 That is unacceptable.

 9. ええと...／あのう...／	  

そうですねえ... Let me see . . . / Well . . .

 10. Tree	は　にほんごで	  

なんと　	 How do you say “tree” 	
いいますか。  in Japanese?

2か2
 1. かいて　ください。		 Please write.

 2. よんで　ください。	 Please read.

 3. みて　ください。	 Please look.

 4. きいて　ください。	 Please listen.

 5.  すわって　ください。	 Please sit.

 6. たって　ください。	 Please stand.

 7. ～だして　ください。	 Please turn in (something).

 8. ～みせて　ください。	 Please show me (something).

 9.  ドアを　	
あけて　ください。	 Please open the door.

 10. ドアを　	
しめて　ください。	 Please close the door.

 11. しずかに　	
して　ください。	 Please be quiet.

 12. よく　できました。	 Well done.

2か3
 1. えんぴつ	 pencil

 2. ボールペン	 ballpoint pen

 3. けしゴム	 (rubber) eraser

 4. かみ	 paper

 5. ほん	 book

 6.  きょうかしょ	/	テキスト	 textbook

 7. じしょ	 dictionary

	8. ノート	 notebook

 

 9. (お)かね	 money

 10. しゃしん	 photo

 11. リュック	 backpack

 12. ぼうし	 cap, hat

 13. ごみ	 trash 

2か4
 1. この	 + Noun this ～
 2. その	+ Noun	 that ～
 3. あの	+ Noun that ～ over there

 4. あなた	  you (Used to address persons 
of equal or lower status.)

 5. わたしの	 mine

 6. あなたの	 yours

2か5
 1. ここ	 here

 2. そこ	 there

 3. あそこ	 over there

 4. ティッシュ	 tissue

 5. しゅくだい	 homework

 6. しけん	 exam

 7. しょうテスト	 quiz

 8. ワークシート	 worksheet

 9. チョコレート	 chocolate

 10. あめ	or	キャンディ	 candy

 11. ～を　ください。	 Please give me ～.

 12. はい、どうぞ。	 Here, please. (Here you are.)

13. See back for counters for flat objects

14. See back for counters for round or unclassified objects

2か6
 1. See back for months of the year
 2. See back for days of the month

 3. なんにち？	 What day?

 4. きょう	 today

 5. いつ	 when?

 6. (お)たんじょうび	  birthday  
(お	is a polite prefix.)

 7. (お)たんじょうび	 Happy Birthday! 

おめでとう(ございます)。	   

(おめでとう	omedetoo means “Congratulations.”		
ございます	gozaimasu makes the greeting more formal.)
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ついたち	 1日
ふつか	 2日
みっか	 3日
よっか	 4日
いつか	 5日
むいか	 6日
なのか	 7日
ようか	 8日
ここのか	 9日
とおか	 10日
じゅういちにち	 11日
じゅうににち	 12日
じゅうさんにち	 13日
じゅうよっか	 14日
じゅうごにち	 15日
じゅうろくにち	 16日

Days of the month*
じゅうしちにち	 17日
じゅうはちにち	 18日
じゅうくにち	 19日
はつか	 20日
にじゅういちにち	 21日
にじゅうににち	 22日
にじゅうさんにち	 23日
にじゅうよっか	 24日
にじゅうごにち	 25日
にじゅうろくにち	 26日
にじゅうしちにち	 27日
にじゅうはちにち	 28日
にじゅうくにち	 29日
さんじゅうにち 30日
さんじゅういちにち 31日
*The days shown in grey have  
irregular pronunciations.

Days of the week
にちようび	 Sunday

げつようび	 Monday

かようび	 Tuesday

すいようび	 Wednesday

もくようび	 Thursday

きんようび	 Friday

どようび	 Saturday

なんようび	  What day  
of the week?

Round or  
unclassified objects
Keys, apples, candies, 
etc.
 1 ひとつ
 2 ふたつ
 3 みっつ
 4 よっつ	
 5 いつつ
 6 むっつ
 7 ななつ
 8 やっつ
 9 ここのつ
 10 とお		
 ?  いくつ

Flat objects
Paper, plates, CDs, 
tickets, shirts, etc.

 1	いちまい
 2	にまい
 3	さんまい
 4	よんまい
 5	ごまい
 6	ろくまい
 7	ななまい
 8	はちまい
 9	きゅうまい
 10	じゅうまい
 ? なんまい

Months of the year
いちがつ	 January

にがつ	 February

さんがつ	 March

しがつ*	 April

ごがつ	 May

ろくがつ	 June

しちがつ	 July

はちがつ	 August

くがつ*	 September

じゅうがつ	 October

 じゅういちがつ	 November

 じゅうにがつ December

 なんがつ										what month?

*For these months, always use しがつ 
shigatsu and くがつ kugatsu, never よんがつ 
yongatsu or きゅうがつ kyuugatsu.

Time of Day—Hours
いちじ	 one o’clock

にじ	 two o’clock

さんじ	 three o’clock

よじ*	 four o’clock

ごじ	 five o’clock

ろくじ	 six o’clock

しちじ	 seven o’clock

はちじ	 eight o’clock

くじ*	 nine o’clock

じゅうじ	 ten o’clock

じゅういちじ	 eleven o’clock

じゅうにじ	 twelve o’clock

なんじ	 what time?

*しじ	shiji and きゅうじ	kyuuji are never used.

Counters

Others
くじはん	 half past 9:00

	くじごろ	 about 9:00

くじはんごろ	  about half past 
9:00

	いま	 now

2か1  
Negative Verb Ending －ません

わかります。
I understand. Wakarimasu.

わかりません。
I do not understand. Wakarimasen.

2か4  
Possessive Particle の

これはわたしのです。
This is mine. Kore wa watashi no desu.

This/That Pre-nominatives

この/その/あの	+ Noun	は　～です。

この　おかねは　わたしのです。
This money is mine. Kono okane wa watashi-no desu.

その　えんぴつは　わたしのです。
That pencil is mine. Sono enpitsu wa watashi-no desu.

あの　ぼうしは　ぼくのです。
That cap over there is mine. Ano booshi wa boku-no desu.

2か5
Requests with Counters: ください

Something を (Counter) ください。
あめを　ひとつ　ください。
Please give me one piece of candy. Ame o hitotsu kudasai.

Giving Locations of Objects

Something は　ここ/そこ/あそこ　です。
しゅくだいは　ここです。
The homework is here. Shukudai ha koko desu.


