
ìにほんご１３４ 6/26/2020
Chapter 1 Quiz
Chapter 2:  Demonstratives
Numbers:  100~9999



日本語(にほんご)でなんですか？(In
Japanese…)

トイレ きっさてん

ぼうし
じてんしゃ

とけい

たかい やすい

ゆうびんきょく
としょかん ぎんこう

さかな

にく

やさい かさ さいふ くつ

ほん ノート じしょ しんぶん Tシャツ ジーンズ(orジーパン）



どのくにですか？ “Which country is it?”

アメリカ（あめりか）

イギリス(いぎりす）

かんこく

ちゅうごく



せんこうは？

れきし

ビジネス（びじねす）

けいざい

コンピューター
(こんぴゅうたあ)



At a store/restaurant

いらっしゃいませ。

これくださ
い。

これおねが
いします。



Demonstratives

ì Demonstrative?
ì Pronominal (i.e. a 

noun used instead of a 
real name of the 
object, e.g. “he”, “it”)

ì Signaling the referent 
in relation to the 
location of the people 
talking to.

ì English?  
ì “This”
ì “That”
ì 2 way distinction

ì Japanese demonstratives?

ど?

Three-way distinction

こ

そ

あ



これ、それ、あれ、どれ

What is that 
(next to you)?

それは、な
んですか？

あっ、これで
すか？これは、
とんかつです。



これ、それ、あれ、どれ

Which one?

どれです
か？

あれはなんです
か？



だめです(No G00d)！！！

Which one?

どれです
か？

あれはだれ
(who)ですか？



これもだめです。

これはわたしの
せんせいで〜す。



To Sum up
ì これ、それ、あれ、どれ

ì Relative to where the speaker is 
situated in relation to the 
addressee

ì ONLY FOR OBJECT, not for person
ì The area near the speaker à

これ
ì The area near the addressee  à
それ

ì The area away from both the 
speaker and addressee àあれ

ì Question?  どれ



これ、それ、あれ？

これ それ あれ これ

あれ これ それ あれ



にほんごでいってください。

ì This is a library at the University of Washington.
ì これは、ワシントン(わしんとん)だいがくのとしょかんで
す。

ì That (over there) is a coffee shop.
ì あれは、きっさてんです。

ì That (near you) is a post office.
ì それは、ゆうびんきょくです。

ì Which (one) is Yamada-san’s telephone?
ì やまださんのでんわは、どれですか？



Demonstrative 2

ì これ、それ、あれ、どれ

ì objects, things,

ì この、その、あの、どの
ì このNoun
ì そのNoun
ì あのNoun
ì どのNoun

ì このほん

ì そのさかな

ì あのかばん



にほんごでいってください。

ì This is a library at the University of Washington.
ì これは、ワシントン(わしんとん)だいがくのとしょかんで
す。

ì That (over there) is a coffee shop.
ì あれは、きっさてんです。

ì That (near you) is a post office.
ì それは、ゆうびんきょくです。

ì Which (one) is Yamada-san’s telephone?
ì やまださんのでんわは、どれですか？



Demonstrative 2

ì How much is this hat?
ì このぼうしは、いくらですか？

ì That fish (near you) is tasty.
ì そのさかなは、おいしいですよ。

ì That bag (over there) is 9000-yen.
ì あのかばんは、９０００えんです。



Numbers

ì 100
ì ひゃく

ì ひゃくいち

ì ひゃくさん
じゅうはち

ì 200 (2-100) and up
ì にひゃく

ì さんびゃく

ì よんひゃく

ì ごひゃく

ì ろっぴゃく

ì ななひゃく

ì はっぴゃく

ì きゅうひゃく

ì きゅうひゃくきゅうじゅ
うきゅう



Numbers

ì 1000
ì せん

ì 1189
ì せんひゃくはち
じゅうきゅう

ì 2000
ì にせん

ì 3000
ì さんぜん

ì 4000
ì よんせん

ì ごせん

ì ろくせん

ì ななせん

ì はっせん

ì きゅうせん

ì きゅうせんきゅうひゃく
きゅうじゅうきゅう



Chapter 1 Quiz
ì Choose the most likely/appropriate response for each 

utterance.
a.    i) Kankokujin desu.ii) Hai soo desu.

iii) Eego desu. iv) Hai, tomodachi desu.

b.    i) Okaasan desu. ii)  Eego desu.
iii) Hai, soo desu.  Iv) Nihonjin desu. 

c.  i)   Sensee desu. ii)  Hai, kaishain desu.
iii) Daigaku desu. iv)  Iie.

d.    i)   Hai, soo desu. ii)  Iie. 
iii) Amerikajin desu.  iv)  Daigaku no sensee desu. 

e.   i)  Nihon-go desu. ii) Eego-desu.
iii) Go-ji desu. iv)  Chuugoku-jin desu.

f.   i)  Itte rasshai. ii)  Yoroshiku onegai shimasu
iii)  Gochisoo sama. iv)  Okaeri nasai

ì Using Hiragana correctly, write the Japanese 
equivalent of the following English 
words/phrases.

ì Good Morning

ì Good Evening

ì International students

ì Bye (I will go and come back).



ì ワシントン大学の学生ですか？

ì 専攻は何ですか？

ì 太田先生はイギリス人ですか？

ì 山田さんの仕事は何ですか。

ì 今、何時ですか？

ì 行ってきます。


