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2課1  
 1. きて　います   is wearing 

[G2 きる/きます]  [above the waist or  
   on the entire body]

 2. はいて　います  is wearing

[G1 はく/はきます]  [below the waist]

 3. して　います   is wearing 

[IR する/します]   [accessories]

 4. かぶって　います   is wearing [on or

[G1 かぶる／ かぶります]  draped over the

  head]

 5. かけて　います   is wearing [glasses]

[G2 かける／ かけます]
 6. ふく  clothing

 7. T(ティー）シャツ  T-shirt

 8. ズボン  pants

 9. ショートパンツ　or　ショーツ shorts

10. セータ  sweater

11. ワンピース  dress

12. スカート  skirt

13. せいふく  uniform

14. くつ下　or　ソックス  socks

15. ゆびわ  ring

16. めがね  eyeglasses

17. サングラス  sunglasses

18. ネックレス  necklace

19. イヤリング  earrings

20. ピアス  pierced (earrings)

2課2 
 1. きそく  rule, regulation

 2. じゆう [なAdj.]  free, liberal

 3. いけません   won’t do,  
must not do

 4. かまいません I do not mind if . . . 

 5. ガムを　かみます  to chew gum

[G1 かむ/かんで]
 6. ごみを　すてます  to litter, to throw away trash

[G2 すてる/すてて]
 7. うんてん(を)　します  to drive

[IR する/して]
 8. Person に　あいます  to meet someone

[G1 あう/あって]
 9. Person に　ききます to ask someone

[G1 きく/きいて]
10. ぜったい(に) absolutely

2課3 
 1. かります  to borrow, rent (from)

[G2 かりる／かりて]
 2. きを　つけて to be careful

[G2 きを　つける／きを　つけます]
 3. えいがかん movie theatre

 4. しょうめいしょ I.D.

 5. うんてんめんきょ driver’s license

 6. パスポート passport

 7. ところで by the way

2課4 
 1. ～が　見えます  ~ can be seen, visible

[G2 みえる]
 2. ～が　きこえます  ~ can be heard, audible

[G2 きこえる]
 3. もん gate

 4. ほんとうに really, truly [Adverb]

 5. ほんとうですか。 Is it true/real?

 6. ～だけ only ~
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School Rules

KANJI New Reading

    Adventures in
  Japanese 2

私
わたし,
わたくし

才
サイ

上
うえ,
ジョウ

下
した,

くだ(さい),
カ

右
みぎ

左
ひだり

歳
さい

来る
くる

来ない
こない

生まれる
うまれる

Recognition



2課1
Verbs of Wearing
The Japanese verb “to wear” varies according to where or 
how an object is worn on the body.  

きます  will wear (above the waist)

きて　います is wearing or wears

きません will not wear 

きて　いません is not wearing or does not wear

はきます will wear (below the waist)

します  will wear (accessories)

かぶります  will wear (on or draped over the 
head)

かけます will wear (glasses)

母は　めがねを　かけて　います。 
My mother is wearing glasses.

Review of Colors

When noun forms of color words are used, the color word is 
followed by の before the word it modifies.

い Adjectives
しろい white

くろい black

あかい red

あおい blue

きいろい yellow

ちゃろい brown

Nouns
しろ white みどり green

くろ black むらさき purple

あか red ピンク pink

あお blue グレイ gray

きいろ yellow きんいろ gold

ちゃいろ brown ぎんいろ silver

白ろと　くろの　シャツ　
a black and white shirt

2課2
Granting Permission with Descriptions

Verb TE form  ＋も　 いいです／ 
かまいません。

い Adjective (-くて)  ＋も　 いいです／ 
かまいません。

な Adjective / Noun  ＋ で  ＋も　 いいです／ 
かまいません。

「この　学校では　ショートパンツを　はいても
　いいですか。」
“May I wear shorts at this school?”

「はい、かまいません。」
“Yes, I don’t mind.”

Expressing Prohibition with だめです／いけません
Verb TE form ＋は　 だめです／ 

いけません。
い Adjective (-くて) ＋は　 だめです／ 

いけません。
な Adjective / Noun ＋ で ＋は　 だめです／ 

いけません。
図
と

書
しょ

館
かん

で　話
はな

しては　だめです。
You must not talk in the library.

スカートは　みじかくては　いけません。
Skirts should not be (too) short.

この　本では　だめです。
This book will not do.

2課3
Coming and Going Verbs 行きます / 来ます / かえり
ます
Verb (STEM Form) ＋ に　Direction verb。
友
とも

達
だち

の　うちへ　勉
べん

強
きょう

しに　行きます。
I will go to my friend’s house to study.

ここに　本を　借
か

りに　来ました。
I came here to borrow a book.

When a verb is of the noun ＋を　します type, the noun may 
replace the verb stem as the purpose. There is no change in meaning. 

食事
じ

を　しに　行きます。 I will go to eat.

or 食事
じ

に　行きます。 I will go eat.

2課4
Answering Negative Questions

「食べませんでしたか。」 
Didn’t you eat?

「はい、食べませんでした。」 
Yes, I didn’t eat.

Particle Replacer ～だけ
～だけ　only ～
だけ replaces を, が, は and is used with other particles such as 
へ, で, に, から.

ピアスを　一つだけ　しても　いいです。 
You may wear only one pierced earring.


