
にほんご134

• ７月７日（火）
• Extending Invitation

• 〜ごろ
• Chapter 4 New Vocabulary



にほんごで
いってくださ
い。

• Mary-san does not watch TV very much.
• メアリーさんは、あまりテレビを

みません。
• Takeshi-san does not go to the library at 

all.
• たけしさんは、としょかんにぜん

ぜんいきません。
• Yamada-san sometimes wakes up at 6am.

• やまださんは、ときどきごぜん六
じにおきます。

• John-san usually comes to school at 9am.
• ジョンさんはたいていごぜん九じ

にがっこうにきます。



にほんごで な
んですか？
(What do you say 
in Japanese?): the 
underlined word 
is contrasted

• We will eat dinner at 7pm.
• ばんごはんは、七時にたべます。

• Today, I will not study.
• きょうは、べんきょうしません。

• This evening, I will go to bed 11pm.
• こんばんは、⼗⼀じに ねます。

• We don’t go to school on weekend.
• しゅうまつ、がっこうには いきませんよ。



よんでくだ
さい。

• 九百万円

• ⼋千六百円

• 九時四⼗ぷん

• 七時⼗九ふん

• 四時⼆⼗七ふん

• 四ねんせい

• きゅうひゃくまんえん

• はっせん ろっぴゃくえん

• くじ よんじゅっぷん

• しちじ じゅうきゅうふん

• よじ にじゅうななふん

• よねんせい



Extending an invitation

•〜ませんか？
•にちようびに、えいがをみませんか？
•しゅうまつ、いっしょに(together)としょかんで
べんきょうしませんか？
•ちょっと おちゃを のみませんか？

ちょっと、おちゃ
しませんか？



Accepting/declining an invitation

•ええ、ぜひ(by all 
means.)
•はい、いいですよ。

•そうですねえ、、、
•う〜ん、ちょっと、、、
•すみませんが、、、
• ***いいえ、〜ません。



あのう、しゅうまつ
〜？

テニスをしませんか？ えいがをみませんか？

ハンバーガーをた
べませんか？

きっさてんにいきませんか？

デートしませんか？

いいですよ。ぜひ。

そうですね〜、、、う
〜ん、ちょっと。。。
すみませんが、、、、



“Approximately”, 
“About”

• With a specific time expression…
• 〜ごろ
• The particle に becomes optional!
• 五じごろ(に) うちに かえ
ります。
• あしたは、あさ ⼗じごろ

(に) がっこうに きます。
• 三じごろ(に) きっさてんで
コーヒーを のみませんか？



Chapter 4

• Telling things/people where 
they are
• A new sentence structure

• Past Activities
•More Verbs
•More expressions



あう あいます かう かいます

しゃしんをとる
しゃしんをとります まつ まちます



こうえん
おてら

スーパー デパート



びょういん ホテル

ほんや
レストラン

*びよういん



いぬ ねこ

こども バスてい



アルバイト

かいもの



Days of the 
week

• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday
• Sunday

• げつようび(⽉よう⽇)
• かようび(⽕よう⽇)
• すいようび(⽔よう⽇)
• もくようび(⽊よう⽇)
• きんようび(⾦よう⽇)
• どようび(⼟よう⽇)
• にちようび(⽇よう⽇)



Re-order these 
words in a 
correct order

• （もくようび、げつようび、どようび、
かようび、きんようび、すいようび）
にちようび
• July 6-July 7-July 8
• （あした、きのう、きょう）



わかる、いる、か
う、とる、あう、
かく、まつ、ある

Which one would 
you use for the 

following nouns? (CP 
p. 4-1)

ともだち
レストラン
おみやげ
しゃしん
てがみ
ほんや
にほんご
バスてい

メール
いぬ
こうえん
つくえ
パン
ねこ
いす
びょういん
スーパー



Which verb goes with these nouns? (the 
same noun may go with two verbs) (CP p. 4-1)

•デパート
•ともだち
•うち
•メール
•しゃしん
•おんがく
•にほんご
•おみやげ
•ごはん
•てがみ
•せんせい

• ＿＿＿＿＿＿に あいます
• ＿＿＿＿＿＿を よみます
• ＿＿＿＿＿＿を かいます
• ＿＿＿＿＿＿を たべます
• ＿＿＿＿＿＿を かきます
• ＿＿＿＿＿＿に いきます
• ＿＿＿＿＿＿を とります
• ＿＿＿＿＿＿へ かえります
• ＿＿＿＿＿＿を まちます
• ＿＿＿＿＿＿を ききます
• ＿＿＿＿＿＿が わかります

デパート

ともだち

うち

メール

メール

おみやげ
ごはん

てがみ

しゃしん

ともだち

せんせい

おんがく
にほんご

せんせい

てがみ



Word Search (CP p. 4-2)
• This is where you buy groceries.
• These days, you can use a phone but in the past you 

used a camera for this.
• You do this in places like shopping malls, 

department stores, etc.
• When you really become sick, or you need to see a 

specialist, you go this place.
• You tend to buy too much of this when travelling…
• These are very common pets (find two words).
• When students need money, they do this.
• In those days, they used this in order to correspond 

someone you cannot easily talk to.

スーパー

しゃしん

かいもの

びょういん

おみやげ

いぬ・ねこ

アルバイト

てがみ



Odd man out: which word not belonging 
to the group? (CP p. 4-2)
•げつようび、どようび、もくようび、きのう、
かようび
•デパート、こうえん、ほんや、スーパー
•おてら、ホテル、クラス、レストラン、アル
バイト
•あなた、ひと、つくえ、ねこ、こども
•かいもの、ホテル、レストラン、ひと



Odd Man Out: which word does not belong to the group?  
Why? (CP p. 4-2)

• かいもの、アルバイト、パン、スポーツ、デート、
べんきょう
• いす、つくえ、みず、かう、おさけ、てがみ
• ゆうびんきょく、ほんや、おみやげ、びょういん、
きっさてん
• こども、せんせい、いぬ、がくせい、かんこくじん、
ひと
• パン、ごはん、ハンバーガー、ねこ、とんかつ、ア
イスクリーム
• クラス、せんしゅう、きのう、きんようび、まいに
ち、ごご
• スーパー、レストラン、ホテル、デパート、おてら



Chapter 3 Kanji Quiz
Using Hiragana correctly, write the 
pronunciation of each of the following
Kanji expressions.
(1pt.+3pts.+2pts.+2pts.+2pts.+3pts.)

1. 四ねんせい”4th year student”

2. 六千円 “6000 yen”

3. ⼋百 “800”

4. 九万 “90,000”

5. ⼗時 “10 oʼclock”

6. ⼆⼗三 “23”

• Which pronunciation is correct for the 
underlined Kanji? Answer with 
alphabet.  (2pts.x5)

• 七時 a. ななb. しち

• 四時 a.  よん b.  よ c. し

• 六百 a. ろく b. ろっ

• 九時 a. きゅう b. く

• 三百 a. ひゃく b. ぴゃく
c. びゃく


