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Chapter 1 Self-Introduction
Chapter 2:  Vocabulary
Numbers:  100~9999



V. Punctuations, Particles

• Two punctuation
• 、
• Between phrases, 

breath break
• 。
• End of a sentence

• Yamada-san is company 
employee.
• やまださんは、かいしゃいんで
す。

• It is 10:10 in Tokyo.
• とうきょうは、じゅうじじゅっ
ぷんです。いま、⼆時です。 い

ま
︑
⼆
時
で
す
︒



よんでください。Please read.

はじめまして、キム（きむ）です。だいがく
のさんねんせいです。かんこくじんです。せ
んこうは、アメリカ（あめりか）のれきしで

す。どうぞよろしく。



よんでください。Please read.

はじめまして、ゆうこです。
かいしゃいんです。よろしく

おねがいします。

こんにちは。かずみです。い
ま、だいがくいんせいです。
せんこうは、けいざいです。
よろしくおねがいします。



よんでください。Please read.

わたしのなまえは、やまなか
ゆみです。こうこうのさんね
んせいです。よろしくおねが

いします。

こんにちは。ジョン（じょん）
です。いま、にほんのこうこう
のりゅうがくせいです。にねん
せいです。アメリカ(あめりか)じ

んです。よろしく。



だれですか
？(Who is it?)

Office Worker ______________________

Econ major  ____________________

A senior at High School   
________________

International student in Japanese HS 
__________________

Korean person ________________



Telling your age：〜さい

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• …
• 20

• いっさい
• にさい
• さんさい
• よんさい
• ごさい
• ろくさい
• ななさい(*しちさい)
• はっさい
• きゅうさい(*くさい）
• じゅっさい・じっさい
• …
• はたち

なんさいですか

おいくつですか



How to 
introduce 
yourself

Appropriate greetings

Your name

Status (year at school, 
affiliation, major, etc.)

If you do not have a 
major yet, まだわかり
ません(I don’t know 
yet.)

Closing



かいてください
“Please write in 
Japanese(Hiragana).”

• Good morning.

• Good evening.

• Good bye.
• Thank you.

• Excuse me.
• Thank you for the meal.

• Student of Japanese 
language

• My friend’s phone number

• おはようございます。
• こんばんは。
• さようなら。
• ありがとうございます
。

• すみません。
• ごちそうさま。
• にほんごのがくせい。
• ともだちのでんわばん
ごう。



Chapter 2:  Shopping



きっさてん

ぎんこう

としょかん

ゆうびんきょく
（お）トイレ



さかな

にく

やさい

とんかつ
てんぷら

やきとり

びふてき(ビフテキ)

らあめん(ラーメン)

メニュー
(めにゅう）



おいしい！



ジーンズ（じいんず）
くつ

かばん

かさ さいふ

えんぴつ

じしょ



じてんしゃ

ペン（ぺん）

しんぶん

ほん

ぼうし

Tシャツ（Tしゃつ）

とけい



Find a Japanese expression which each of the following 
statements describes from the textbook p. 60-61.
a. When you step into a store in Japan, store clerks would say this.
b. This type of creatures typically cannot live on land.
c. When you offer something, say this.
d. As a custom, you do not wear this inside of Japanese houses.
e. Before you order food at a restaurant, you look at this.
f. You carry money in this.
g. Not a formal clothing item.  Not many people wear this to someone’s wedding, 

for instance.
h. This vehicle has two wheels and no engines.
i. Japanese currency.
j. When you want to casually express your gratitude, you say this.
k. When you purchase a merchandize, you may say this to the shop clerk.

いらっしゃいませ

さかな

どうぞ

くつ

メニュー(めにゅう)

さいふ

ジーンズ(じいんず)

じてんしゃ

えん

どうも

ください



d.  Where you can find each of the following items?  Find a Japanese 
expression representing each location from textbook p. 60-61.
a. Books
b. Money
c. Coffee
d. Postage stamps

e.  What are the question words in Japanese equivalent of the 
following English question words?

What
Where
Which one
Who
Which book

ほんや

ぎんこう

きっさてん

ゆうびんきょく

なに・なん

どこ

どれ

だれ

どのほん



Vocabulary Quiz

What is the English translation (not 
spelling using alphabet) for each of the 
following words?
1. がくせい
2. こうこう
3. ともだち
4. せんせい
5. りゅうがくせい
6. でんわばんごう
7. えいご

8.  Re-order the following words from
the youngest to the oldest (write your 
answer using the alphabet)
(a) san-nensee
(b) Ichi-nensee
(c) Yo-nensee
(d) Ni-nensee
9. Using Romanized Japanese, fill in

the ( ) so you can change the
meaning of the following words as 
directed (you may use Hiragana but 
spelling mistakes will be negatively 
graded):

にほん( )  “the Japanese language”

にほん( )  “a Japanese person”


