
(c) Kumi Casey 



 
1) Hiragana --- Phonetic Syllables 

 

2) Katakana --- Phonetic Syllables 

 

3) Kanji (Chinese Character) 

      Ideographs, each character conveys an idea and 

most have more than two readings. 

(c) Kumi Casey 



- おはよう (Ohayo) --- Good Morning 

  おはようございます(Ohayogozaimasu) 

 

 

- こんにちは (Konnichiwa) --- Good Afternoon 

                                              Hello 

 

- こんばんは (Konbanwa) --- Good Evening 

(c) Kumi Casey 



  はじめまして 

  Hajimemashite. 

 

  わたし  は                です。       
  Watashi wa (surname) (first name) desu. 

 

  どうぞ よろしく。 

  Dozo yoroshiku. 

(c) Kumi Casey 



  1  ichi    

  2  ni 

  3  san 

  4  shi/yon 

  5  go 

  6  roku 

  7  shichi/nana 

  8  hachi 

  9  kyu/ku 

10 jyu 

11 jyu ichi 

12 jyu ni 

13 jyu san 

14 jyu shi/yon 

15 jyu go 

16 jyu roku 

17 jyu shichi/nana 

18 jyu hachi 

19 jyu kyu/ku 

20 ni jyu 
(c) Kumi Casey 



 Country Nationality Language 

Japan Nihon 

にほん 

Nihon jin 

にほんじん 

Nihon go 

にほんご 

France Furansu 

フランス 

Furansu jin 

フランスじん 

Furansu go 

フランスご 

Spain Spein 

スペイン 

Spein jin 

スペインじん 

Supein go 

スペインご 

England Igirisu 

イギリス 

Igirisu jin 

イギリスじん 

Eigo 

えいご 

China Chugoku 

ちゅうごく 

Chugoku jin 

ちゅうごくじん 

Chugoku go 

ちゅうごくご 

South Korea Kankoku 

かんこく 

Kankoku jin 

かんこくじん 

Kankoku go 

かんこくご 

(c) Kumi Casey 



わたし   は  ケーシー  くみ  です。 

Watashi  wa  Keshi    Kumi   desu. 

 

わたし   は  にほんじん  です。 

Watashi  wa  Nihon jin   desu. 

 

(c) Kumi Casey 



これ  は   ほん  です。 

Kore    wa  hon     desu. 

 

これ   は  けいたい です。 

Kore   wa     keitai  desu. 

 

(c) Kumi Casey 



これ  は   ほん  ですか。 

Kore    wa  hon     desuka. 

 

これ   は  けいたい ですか。 

Kore   wa     keitai  desuka. 

 

 

(c) Kumi Casey 



これ  は   ほん  ですか。 
Kore    wa  hon     desuka. 

 
はい、ほん です。  
Hai,  hon  desu. 
 
はい、そう です。 (Yes, that‘s right.) 
Hai,   so  desu. 
 
 (c) Kumi Casey 



これ  は   ほん  ですか。 

Kore    wa  hon     desuka. 

 

いいえ、ほん では ありません。  

Ｉｉｅ,      hon  dewa arimasen. 

 

 

 
(c) Kumi Casey 



これ  は   なん ですか。 

Kore    wa  nan   desuka. 

 

ほん です。 

Hon desu. 

 

 

(c) Kumi Casey 



これ  は   わたし  の ほん です。 

Kore    wa  watashi no  hon    desu. 

 

これ  は スミスさん   の ほん です。 

Kore wa Sumisu san no  hon desu. 

 

 

(c) Kumi Casey 



これ   は  スミスさん   の ほん ですか。 
Kore  wa  Sumisu san no  hon desuka. 
 
はい、  スミスさん   の （ほん） です。 
Hai,      Sumisu san no    (hon)   desu. 
 
はい、そう です。 (Yes, that‘s right.) 
Hai,   so  desu. 
 
いいえ、 スミスさん   の （ほん） では ありません。 
Iie,        Sumisu san no (hon)   dewa arimasen. 
 
 
 
 

(c) Kumi Casey 



これ  は   だれ の ほん ですか。 
Kore    wa  dare  no  hon    desuka. 
 
わたし   の ほん です。 
Watashi no  hon desu. 
 
スミスさん   の ほん です。 
Sumisu san no  hon desu. 
 
 
 

(c) Kumi Casey 



なかむらさん  の でんわばんごう は なんばん ですか。 
Nakamura san no  denwabango  wa  nanban   desuka. 
 
0195 - 249 - 3786 です。 
zero ichi kyu go no ni yon kyu no san nana hachi roku desu. 
 
 
 
けいたい の ばんごう は なんばん ですか。 
Keitai    no    bango   wa   nanban   desuka. 
 
075 246 83971 です。 
zero nana go no ni yon roku no hachi san kyu nana ichi desu. 
 
 

(c) Kumi Casey 



Hour （時） Minute (分） 

１じ  ichi ji １ぷん    ippun 

２じ  ni ji ２ふん    nifun 

３じ    san ji ３ぷん    sanpun 

４じ    yo ji ４ぷん    yonpun 

５じ    go ji ５ふん    gofun 

６じ    roku ji ６ぷん    roppun 

７じ    shichi ji ７ふん    nanafun 

８じ    hachi ji ８ぷん    happun / ８ふん  hachifun 

９じ    ku ji ９ふん    kyufun 

１０じ  jyu ji １０ぷん  jippun/jyuppun 

１１じ  jyu ichi ji 

１２じ  jyu ni ji 
(c) Kumi Casey 



いま、なんじ ですか。 

Ima,  nan ji  desuka. 

 

３じ   です。 

san ji desu. 

 

 

いま、なんじ ですか。 

Ima,  nan ji  desuka. 

 

４じ ６ぷん  です。 

yo ji roppun  desu. 

 
(c) Kumi Casey 



スーパー は なんじ から ですか。 

Su-pa-     wa  nan ji   kara  desuka. 

 

9じ     から です。 

ku ji   kara  desu. 

スーパー は なんじ まで  ですか。 

Su-pa-     wa  nan ji  made  desuka. 

 

6じ        まで です。 

roku ji  made desu. 
(c) Kumi Casey 



スーパー は なんじ から なんじ まで  ですか。 

su-pa-     wa  nan ji   kara  nan ji  made desuka. 

 

9じ     から   6じ       まで です。 

ku ji   kara   roku ji  made desu. 

 

ごぜん ９じ  から ごご  ６じ   まで です。 

gozen   ku ji  kara gogo roku ji made desu. 

(c) Kumi Casey 



ようび yobi day of the week 

げつようび  getsuyobi Monday 

かようび   kayobi Tuesday 

すいようび suiyobi Wednesday 

もくようび mokuyobi Thursday 

きんようび kinyobi Friday 

どようび doyobi Saturday 

にちようび nichiyobi Sunday 

(c) Kumi Casey 



きょう は なんようび ですか。 

Kyo    wa  nan yobi     desuka. 

 

かようび です。 

Kayobi    desu. 

(c) Kumi Casey 



いちがつ ichigatsu January 

にがつ nigatsu February 

さんがつ sangatsu March 

しがつ shigatsu April 

ごがつ gogatsu May 

ろくがつ rokugatsu June 

しちがつ shichigatsu July 

はちがつ hachigatsu August 

くがつ kugatsu September 

じゅうがつ jyugatsu October 

じゅういちがつ jyuichigatsu November 

じゅうにがつ jyunigatsu December 
(c) Kumi Casey 



ついたち tsuitachi 1st じゅうしちにち jyushichi nichi 17th 

ふつか futsuka 2nd じゅうはちにち jyuhachi nichi 18th 

みっか  mikka 3rd じゅうくにち jyuku nichi 19th 

よっか  yokka 4th はつか hatsuka 20th 

いつか   itsuka 5th にじゅういちにち ni jyuichi nichi 21st 

むいか   muika 6th にじゅうににち ni jyuni nichi 22nd 

なのか    nanoka 7th にじゅうさんにち ni jyusan nichi 23rd 

ようか   yoka 8th にじゅうよっか ni jyu yokka 24th 

ここのか kokonoka 9th にじゅうごにち ni jyu go nichi 25th 

とうか toka 10th にじゅうろくにち ni jyu roku nichi 26th 

じゅういちにち jyu ichi nichi 11th にじゅうしちにち ni jyu shichi nichi 27th 

じゅうににち jyu ni nichi 12th にじゅうはちにち ni jyu hachi nichi 28th 

じゅうさんにち jyu san nichi 13th にじゅうくにち ni jyuku nichi 29th 

じゅうよっか jyu yokka 14th さんじゅうにち san jyu nichi 30th 

じゅうごにち jyu go nichi 15th さんじゅういちにち san jyu ichi nichi 31st 

じゅうろくにち jyu roku nichi 16th 

(c) Kumi Casey 



きょう は  １０がつ      ２３にち      です。 

Kyo    wa  jyugatsu nijyusan nichi  desu. 

 

 

 

すずきさん  の たんじょうび は ９がつ    １１にち     です。 

Suzukisan  no tanjyobi  wa ku gatsu jyuichinichi desu. 

(c) Kumi Casey 



これ は ほん ですか。 

Ｋｏｒｅ wa  hon   desuka. 

 

いいえ、それ は ほん では ありません。 

Iie,    sore wa  hon  dewa arimasen. 

   

 

 

 
(c) Kumi Casey 



これ は いくら ですか。 

kore  wa  ikura   desuka. 

 

（それ は） １００えん です。 

（sore wa）  100en      desu.   

   

 

 

 
(c) Kumi Casey 



これ は いくら ですか。 

kore wa  ikura   desuka. 

 

（それ は） １００えん です。 

（sore wa）  100en      desu. 

 

あれ は いくら ですか。 

are    wa  ikura   desuka. 

 

あれ も １００えん です。 

are   mo   100en      desu. 

(c) Kumi Casey 



スミス:    なかむら    さん は  がくせい ですか。 

Sumisu: Nakamura san wa   gakusei   desuka. 

 

なかむら：  はい、そう です。 スミス  さん も がくせい ですか。 

Nakamura: Hai,    so   desu.  Sumisu san mo gakusei desuka. 

 

スミス：  はい、わたし     も  がくせい です。 

Sumisu:  Hai,  watashi  mo  gakusei   desu. 

 

(c) Kumi Casey 



この ほん  (this book --- book near the speaker) 

Kono hon 

 

その  ほん (that book --- book near the listner) 

Sono hon 

 

あの ほん (that book --- book away from both) 

Ano   hon  

 

(c) Kumi Casey 



この ほん  は いくら ですか。 

Kono hon  wa  ikura   desuka. 

 

（その  ほん は） １００えん です。 

（Sono hon wa）  100en      desu. 

 

 

あの くつ   は いくら ですか。 

Ano  kutsu wa   ikura   desuka. 

 

（あれ は）  2000えん です。 

（Are  wa）  2000en      desu.  (c) Kumi Casey 



あの くつ   は いくら ですか。 

Ano  kutsu wa   ikura   desuka. 

 

どの くつですか。 

Dono kutsu  desuka. 

 

あの  くろい くつ です。 

Ano   kuroi kutsu desu. 

 

（あれ は）  2000えん です。 

（Are  wa）  2000en      desu.  

(c) Kumi Casey 



まい 
mai 

ほん、ぽん、ぼん 
hon, pon, bon 

こ 
ko 

いちまい いっぽん いっこ ひとつ 

にまい にほん にこ ふたつ 

さんまい さんぼん さんこ みっつ 

よんまい よんほん よんこ よっつ 

ごまい ごほん ごこ いつつ 

ろくまい ろっぽん ろっこ むっつ 

ななまい ななほん ななこ ななつ 

はちまい はっぽん はっこ やっつ 

きゅうまい きゅうほん きゅうこ ここのつ 

じゅうまい じっぽん/じゅっぽん じっこ/じゅっこ とお 
(c) Kumi Casey 



あの くつ   は いくら ですか。 

Ano  kutsu wa   ikura   desuka. 

 

どれ ですか。 

Dore  desuka. 

 

あの  くろい くつ です。 

Ano   kuroi kutsu desu. 

 

（あれ は）  2000えん です。 

（Are  wa）  2000en      desu.  

(c) Kumi Casey 



Tシャツ を ３ まい ください。 

T shatsu o san mai kudasai. 

 

あの  くろい かさ を ２ほん ください。 

Ano   kuroi  kasa   o  ni hon  kudasai. 

 

あれ を ４つ   ください。 

Are    o  yottsu  kudasai. 

(c) Kumi Casey 



A: これ は スイス の とけい です。 

  Kore wa  suisu   no   tokei   desu. 

 

B: あれ も スイス の とけい ですか。 

  Are   mo  suisu   no  tokei    desuka. 

 

A: いいえ、あれ は スイス の （とけい） では ありません。 

  Iie,        are    wa  suisu   no   (tokei)  dewa arimasen. 

  ドイツ の （とけい） です。 

  Doitsu no  (tokei)  desu. 

(c) Kumi Casey 



これ は スイス の とけい です。 

Kore wa  suisu   no   tokei   desu. 

 

あれ は どこ の とけい ですか。 

Are   wa  doko no  tokei    desuka. 

 

あれ も スイス の （とけい） です。 

Are   mo  suisu   no  (tokei)  desu. 

 

 

(c) Kumi Casey 



わたし   は まいにち だいがく  に いきます。(habitual) 

Watashi  wa   mainichi    daigaku   ni   ikimasu. 

     I                     everyday     university    to        go 

     I go to university everyday. 

 

スミスさん  は あした スイス  に いきます。(future tense) 

Sumisu san wa  ashita    suisu      ni    ikimasu. 

    Mr Smith         tomorrow Switzerland  to        go 

      Mr Smith is going to Switzerland tomorrow. 

 

(c) Kumi Casey 



 

スミスさん  は あした スイス に いきますか。 
Sumisu san wa  ashita    suisu    ni    ikimasuka. 

 

はい、いきます。 
Hai,     ikimasu. 

 

いいえ、いきません。 
Iie,         ikimasen. 

 

(c) Kumi Casey 



わたし   は きのう だいがく  に いきました。(past) 

Watashi  wa   kino     daigaku    ni   ikimashita. 

     I                 yesterday  university    to        went 

     I went to university yesterday. 

 

スミスさん  は もう スイス に かえりました。(present perfect) 

Sumisu san wa  mo    suisu     ni   kaerimashita. 

    Mr Smith         already Switzerland to   has gone back 

      Mr Smith has already gone back to Switzerland. 

 

(c) Kumi Casey 



たなかさん  は きのう だいがく  に いきましたか。 

Tanaka san  wa    kino     daigaku    ni   ikimashitaka. 

 

はい、いきました。 

Hai,  ikimashita. 

 

いいえ、いきませんでした。 

 Iie,   ikimasendeshita. 

 

 

 
(c) Kumi Casey 


