
日本語レベル三 
レベル二のふくしゅうパケット (Review Packet) 

 
名前: ________________ 

AIJ 1 九課
か

 (Lesson 9): School Subjects 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
School Subjects ヒント 
1. social studies 
2. science 
3. math 
4. English 
5. foreign language 
6. art 
7. P.E. 
8. homeroom 
9. break time 
10. school subject 
11. class 
12. next 

13. difficult 
14. easy 
15. fun 
16. interesting 
17. boring 
18. grade 
19. awful 
20. happy 
21. sad 
22. many 
23. few 
 

a. がいこくご b. すくない    
c. すうがく         d. びじゅつ   
e. やすみじかん f. つぎ  
g. おもしろい h. せいせき  
i. しゃかい   j. たいいく k. うれしい 
l. ホームルーム  m. えいご  
n. つまらない o. かがく  
p. たのしい q. おおい  
r. かもく s. むずかしい   t. ひどい 
u. じゅぎょう／クラス  
v. かなしい w. やさしい  

After School ヒント 
1. after school 
2. last year 
3. this year 
4. next year 
5. every year 

6. practice 
7. to sing 
8. to swim 
9. to hang out 
10. to play a game 

a. らいねん b. ゲームします   
c. あそびます d. ほうかご  
e. およぎます f. ことし  
g. まいとし h. れんしゅうします 
i. きょねん j. うたいます 

かんじ  
1. ahead 
2. to live 
3. now 
4. every 
5. year 
6. absent; break 
7. student 

8. to come 
9. big 
10. small 
11. middle; inside 
12. school 
13. high school 

a. 大 b. 今 c. 休 d. 高校 
e. 毎 f. 小 g. 中 h. 先 i. 年 
j. 生徒 k. 学校 l. 来 m. 生 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
What classes do you have?  _____________じゅぎょうが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿か。 
 
  → I have math, English, art, etc. すうがく＿＿＿えいご＿＿＿びじゅつ＿＿＿＿＿です。 
 
Japanese class is from 8:20 to 9:20. 日本語クラスは 8時 20分＿＿＿＿9時 20分＿＿＿＿です。 
 
When is the Japanese quiz?  日本語のクイズは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
My quiz was easy.   クイズは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 



My grade was not bad.   せいせきは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
I want 100% on my quiz.  クイズで 100てん＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
There are a lot of homework for Japanese class. 日本語クラスはしゅくだい＿＿＿＿＿＿＿です。 
 

AIJ 1 十課
か

 (Lesson 10): How are you? 
 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
Sickness ヒント 
1. sick 
2. cold 
3. fever 
4. painful 
5. all right 
6. to die 

7. That’s pitiful. 
8. to be absent 
9. to take medicine 
10. early; quickly [adv] 
11. late [adv] 

a. かわいそうに b. おそく 
c. だいじょうぶ d. びょうき 
e. はやく f. 休みます g. ねつ 
h. しにます i. いたい 
j. くすりをのみます k. かぜ  

Sports Games ヒント 
1. sports game 
2. we (girls) 
3. we (boys) 
4. team 
5. to win 
6. to lose 
7. strong 
8. weak 
9. important 

10. Good luck. 
11. I’ll do my best. 
12. college; university 
13. college student 
14. before 
15. after 
16. to meet 
17. to run 

a. ぼくたち b. だいがくせい  
c. はしります d. かちます 
e. つよい f. しあい g. だいじ(な) 
h. あとで i. あいます j. まけます 
k. よわい l. まえに m. チーム 
n. わたしたち o. だいがく  
p. がんばって  q. がんばります  
 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
I got cold.  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
I have a fever.  ねつ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
I have a headache. あたま＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
I want to take medicine.  くすりが＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
I had an important game. だいじ＿＿＿しあいがありました。 
 
We won against the strong team. ＿＿＿＿＿＿＿チームにかちました。 
 
 
 
 
 



AIJ 1 十一課
か

 (Lesson 11): Shopping 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
Shopping ヒント 
1. store 
2. Excuse me. 
3. grocery store 
4. book store 
5. flower shop 
6. sushi bar 
7. coffee shop 
8. to buy 
9. expensive 
10. cheap 
11. tasty 

12. not tasty 
13. great 
14. wonderful; excellent  
15. Wow! 
16. yen 
17. How much? 
18. about… 
19. which one 
20. which shirt? 
21. How about…? 

a. まずい b. ほんや c. すごい  
d. いくら e. かいます f. おいしい 
g. いかがですか   h. たかい  
i. スーパー     j. やすい k. どれ  
l. きっさてん m. はなや n. みせ 
o. 円 p. すばらしい q. ～ぐらい 
r. どのシャツ？ s. すみません。 
 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
How much is the red shirt?  ＿＿＿＿＿＿＿シャツはいくらですか。 
 
How about the green shirt?  ＿＿＿＿＿＿＿シャツはどうですか。 
 
Please show me the purple one.  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿を＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
 
May I try it on? [しちゃくします] しちゃく＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
Verb Groups 
 

Ø Group 1 Verbs 
1. Cut off ます 
2. Two or more Hiragana left AND end with /i/ vowel（Ex. あいます→あい） 
 

Ø Group 2 Verbs 
1. Cut off ます 
2. Only one Hiragana left OR end with /e/ vowel（Ex. 食べます→食べ、みる→み） 
*Exception! おきます→おき (two Hiragana & end with /i/, but Gr.2!) 
 

Ø Irregular Verbs 
します＆きます 

 
＜れんしゅう: Gr.1, Gr. 2, or IR? ＞ 
 
のみます ＿＿＿＿＿ かいます ＿＿＿＿＿  ねます ＿＿＿＿＿＿ 
べんきょうします  ＿＿＿＿＿＿   およぎます ＿＿＿＿＿ 



TE-form Conjugation 
Group 1 & Irregular Verbs 
1. Cut off ます （Ex. あいます→あい） 
2. What letter does it end? （Ex. あい→あって） 
 Change the letter to the following! 
 
TE form song (“Santa Claus is Coming to Town”) 

 
Ex. まちます→ 
Ex. よみます→ 
Ex. かきます→ 
Ex. およぎます→ 
 
 

 
 

Group 2 Verbs 
1. Cut off ます （Ex. 食べます→食べ） 
2. Add て   （Ex. 食べ→食べて） 

 
 
 

AIJ 1 十二課
か

 (Lesson 12): Lunch Time 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
Fast food restaurant ヒント 
1. already 
2. not yet 
3. boxed lunch 
4. rice ball 
5. size 
6. S size 
7. M size 
8. L size 
9. total 

10. chopstick 
11. dish 
12. No, thank you. 
13. I forgot. 
14. cold (to touch) 
15. warm 
16. I’m full. 
17. Thank you for the meal (before) 
18. Thank you for the meal (after) 

a. サイズ b. はし c. まだ  
d. さら e. あたたかい  
f. わすれました g. いただきます 
h. おべんとう i. おむすび／おにぎり     
j. ごちそうさま k. ぜんぶで  
l. つめたい m. エス n. エル 
o. もう p. おなかがいっぱいです  
q. エム r. いいえ、けっこうです 
 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
Have you already eaten lunch?  ＿＿＿＿＿＿ひるごはんを食べましたか。 
 
No, not yet.    いいえ、＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
 

End with Change to 
い、ち、り って 
み、に、び んで 
き いて 
ぎ いて 
します して 
きます きて 
行きます 行って 



TE-form of adjectives 
 
い-Adj.  Change the last い to ___________   Ex. かわいい →    ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
な-Adj.  Add  ___________     Ex. しずか →    ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
The pizza is cheap and tasty.  ピザは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
The restaurant is quiet and wonderful. レストランは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
 

AIJ 2 一課
か

 (Lesson 1): Self-introduction 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
Self-introduction ヒント 
1. is living 
2. is employed 
3. is working  
4. is working as part-time 
5. is married 
6. have; is carrying 
7. know 

8. don’t know 
9. house 
10. bank 
11. park 
12. to introduce 
13. to introduce oneself 

a. しりません b. しょうかいします 
c. アルバイトをしています d. 家 
e. 住んでいます f. 持っています 
g. つとめています h. しっています 
i. じこしょうかいします j. 銀行 
k. アルバイトをしています l. はたら
いています m. けっこんしています 

Spatial relations  
1. front 
2. back 
3. right 
4. left 

5. near 
6. between 
7. next to 
8. place; area 

a. 右 b. 後ろ c. 間 d. 前 e. ちかく 
f. 左 g. ところ h. となり 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
Mari is running.    まりさんは [ はしります ] ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
               *change the verb to its appropriate form 
 
Do you still live in Roswell?  ____________ロズウェルに住んでいますか。 
 
No, not any more.   ＿＿＿＿＿＿住んでいません。 
 
I like writing Kanji.   漢字を [ かきます ] ＿＿＿＿＿＿＿／＿＿＿が好きです。 
 
My hobby is running.   しゅみは [はしります ] ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
My homework is on the desk.  しゅくだいは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿にあります。 
 
On the desk, there is my homework. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿にしゅくだい＿＿＿＿があります。 
 
My homework is where the teacher is. しゅくだいは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿にあります。 



Verb Dictionary Form: Informal Speech Style 
 
Group 1 
1. Cut off ます     （Ex. あいます→あい） 
2. Change the last /i/ to /_____/ vowel   （Ex. あい→________） 
 
Group 2 Verbs 
1. Cut off ます  （Ex. 食べます→食べ） 
2. Add る   （Ex. 食べ→____________） 
 
Irregular Verbs  
します  →     ＿＿＿＿＿ 
きます  →     ＿＿＿＿＿ 
 
 

AIJ 2 二課
か

 (Lesson 2): School Rules 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
School Rules ヒント 
1. is wearing [top; entire] 
2. is wearing [bottom] 
3. is wearing [accessories] 
4. is wearing [head] 
5. is wearing [glasses] 
6. clothes 
7. uniform 
8. to chew gum 

9. to throw away trash 
10. to drive 
11. absolutely 
12. I.D. 
13. driver’s license 
14. passport 
15. by the way 
16. only… 

a. 運転めんきょ b. ぜったい c. だけ 
d. はいています e. ガムをかみます 
f. ごみをすてます g. かぶっています 
h. せいふく i. きています j. ふく 
k. しょうめいしょ l. かけています 
m. ところで n. しています  
o. パスポート p. うんてんします 
 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
You must not wear a short skirt.  みじかいスカートを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
The skirt cannot be short.  スカートは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
I go to the library to study.  としょかんに＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行きます。 
 
Did you not eat breakfast?  あさごはんを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
 → I did not eat.   ＿＿＿＿＿＿＿、食べませんでした。 
 
 
 
 
 



AIJ 2 三課
か

 (Lesson 3): Driving 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
Driving ヒント 
1. traffic accident 
2. traffic light 
3. police car 
4. ambulance car 
5. corner 
6. yes [informal] 
7. no [informal] 
8. dangerous 
9. scary 
10. early [time] 

11. quickly [speed] 
12. suddenly 
13. to stop at 
14. to turn at 
15. to speed 
16. to ride 
17. to get off 
18. to wear a seatbelt 
19. to go out 
20. to arrive 

a. 速く b. 早く c. きゅうに d. かど 
e. こわい f. ～に着く g. ～でまがる 
h. うん i. ううん j. こうつうじこ 
k. スピードを出す l. ～からおりる 
m. 出かける n. パトカー  
o. ～に乗る p. シートベルトをする 
q. あぶない r. しんごう  
s. ～でとまる t. きゅうきゅうしゃ 
 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
Please do not speed.   スピードを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿下さい。 
 
Will you go to the party? [informal] パーティーに＿＿＿＿＿＿＿？ 
 
 → Yes, I will go. / No, I will not go.   → ＿＿＿、＿＿＿＿＿。／＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿。 
 
I arrived late.    ＿＿＿＿＿＿＿着きました。 
 
Be quiet, please.   ＿＿＿＿＿＿＿＿して下さい。 
 
I went to Japan. I went to China, too. 日本に行きました。中国＿＿＿＿＿＿行きました。 
 
I speak Japanese only at school.  学校＿＿＿＿＿＿日本語をはなします。 
 
I receive phone calls only from my mom. 母＿＿＿＿＿＿＿＿でんわをもらいます。 
 
Verb NAI-form: Informal & Negative 
Group 1 
1. Cut off ます       （Ex. のみます→のみ） 
2. Change the last /i/ to /_____/ vowel, then add  ない  （Ex. のみ→______________）  
 
Group 2 Verbs 
1. Cut off ます  （Ex. 食べます→食べ） 
2. Add ない   （Ex. 食べ→____________） 
 
Irregular Verbs  
します  →     ＿＿＿＿＿ 
きます  →     ＿＿＿＿＿ 



AIJ 2 四課
か

 (Lesson 4): At a Restaurant 
 
たんご (Essential Vocabulary) 
Restaurant ヒント 
1. to leave tip 
2. table 
3. check 
4. cash register 
5. about… 
6. to make a reservation 
7. to order 
8. to pay 
9. wallet 

10. to treat someone to a meal 
11. to return 
12. Welcome. [store] 
13. This way, please. 
14. May I take your order? 
15. Anything else? 
16. That’s it. 
17. Excuse me. 

a. 速く b. 早く c. きゅうに d. かど 
e. こわい f. ～に着く g. ～でまがる 
h. うん i. ううん j. こうつうじこ 
k. スピードを出す l. ～からおりる 
m. 出かける n. パトカー  
o. ～に乗る p. シートベルトをする 
q. あぶない r. しんごう  
s. ～でとまる t. きゅうきゅうしゃ 
 

 
ぶんぽう (Grammar) 
 
The sushi looks delicious.  すしは＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
 
I will have sushi and tempura.  すし＿＿＿＿てんぷら＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
Do I have to use chopsticks?  はしを [つかいます] _______________________________。 
 
No, you don’t have to use chopsticks. はしを [つかいます] _______________________________。 
 
I will try eating natto.   なっとうを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
 
 
 


