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日本語を学ぼう！

「A じゃありません。B です。」 “It’s not A. It’s B.”
Practice the followings as shown in the example.

[ example ]
1. たけしさんですか？

たけしじゃありません。たかしです。         　　　　　　　  

2. アメリカじんですか？

アメリカじんじゃありません。にほんじんです。     　 　　　　　　 

3. ロサンゼルスしゅっしんですか？

ロサンゼルスしゅっしんじゃありません。とうきょうしゅっしんです。

4. がくせいですか？

がくせいじゃありません。びようしです。 　　　　　　　　　　　

q

1. けんさんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. アメリカじんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3. とうきょうしゅっしんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4. せんせいですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

w

1. サリーさんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2. にほんじんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3. ロサンゼルスしゅっしんですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4. OL ですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Let’s review previous lessons !

Name:    Takashi

Nationality:  Japanese

Hometown:   Tokyo
Occupation:  Beautician

Name:    Taro

Nationality:  Japanese

Hometown:   Osaka
Occupation:  Policeman

Name:    Emily

Nationality:  American

Hometown:   New York

Occupation:   Nurse



Describing Nouns
Look at the picture and write the description in Japanese.

qqqq wwww

＜expensive＞

eeee

＜hot＞
＜favorite＞

rrrr

＜sick＞

tttt yyyy

uuuu iiii

＜Japanese Language＞

＜energetic/healthy＞

＜brown＞ ＜delicious＞

Hint:

 １．い( i ) adjective + noun あおい そら (blue sky)

 ２．な(na) adjective + な + noun きれいな  いろ (beautiful color)
 ３．noun + の + noun えいごの ほん (English book)



＊＊＊＊  Things / Places

stationery store ぶんぼうぐや (bunbooguya) department store デパート  ( depaato)

pencil えんぴつ (enpitsu) T-shirt T シャツ  ( T-shatsu)

eraser けしゴム (keshigomu) sweat shirt トレーナー (toreenaa )

pen ペン (pen) tie ネクタイ (nekutai)

postcard ポストカード(posutokaado) dress ドレス (doresu)

pencil case ふでばこ (fudebako) bookstore ほんや (honya)

notebook ノート（nooto） book ほん (hon)

scissors はさみ(hasami) dictionary じしょ (jisho)

vegetable store やおや (yaoya) comic book まんが (manga)

carrot にんじん (ninjin) novel しょうせつ(shoosetsu)

green bell pepper ピーマン (piiman) magazine ざっし (zasshi)

radish だいこん (daikon) kyookasho きょうかしょ(kyookasho)

potato じゃがいも (jagaimo) picture しゃしん (shashin)

onion たまねぎ (tamanegi) map ちず(chizu)

flower shop はなや  (hanaya) poster ポスター (posutaa)

rose ばら (bara) gymnasium たいいくかん (taiikukan)

＊＊＊＊  Expressions for shopping

Welcome (to our store). いらっしゃいませ。 ( irasshaimase )

Excuse me. すみません。 ( sumimasen )

Do you have ~ (in your store)?
Does your store have ~ ? ～は ありますか。 ( ̃ wa arimasuka )

Yes, we have it. はい、あります。 ( hai arimasu )

Sorry, it’s out of stock /sold out. すみません。うりきれ です。 ( sumimasen  urikire desu )

then . . . じゃあ ( jaa )

Here you are. / Here it is. はい、どうぞ。 ( hai doozo )

How much ~ （お）いくらですか。 ( (o) ikuradesuka )

It’s ¥○○. ○○えん です。 ( ○○ en desu )

Can I have/get ~ ?
Please give me ~ . ～を ください。 ( ̃ o kudasai )

It’s expensive/cheap. たかい/やすい です。 (takai/yasui desu)

What’s this? これはなんですか。 (kore wa nandesuka)

Today’s topic is

“ Let’s go shopping !! ”



＊＊＊＊ Words for Pointing

this one (here) これ

(kore)
that one それ

(sore)
that one (over there) あれ

(are)

this . . . (here) この ・・・

(kono . . .)
that . . . その ・・・

(sono . . .)
that . . . (over there) あの ・・・

(ano . . .)

＊＊＊＊ Numbers

1 いち

(ichi)

10 じゅう

(juu)
100 ひゃく

(hyaku)

2 に

(ni)

20 にじゅう

(nijuu)
200 にひゃく

(nihyaku)

3 さん

(san)

30 さんじゅう

(sanjuu)
300 さんびゃく

(sanbyaku)

4 よん/し

(yon/shi)

40 よんじゅう

(yonjuu)
400 よんひゃく

(yonhyaku)

5 ご

(go)

50 ごじゅう

(gojuu)
500 ごひゃく

(gohyaku)

6 ろく

(roku)

60 ろくじゅう

(rokujuu)
600 ろっぴゃく

(roppyaku)

7 なな/しち

(nana/shichi)

70 ななじゅう

(nanajuu)
700 ななひゃく

(nanahyaku)

8 はち

(hachi)

80 はちじゅう

(hachijuu)
800 はっぴゃく

(happyaku)

9 きゅう/く

(kyuu/ku)

90 きゅうじゅう

(kyuujuu)
900 きゅうひゃく

(kyuuhyaku)

1,000 せん

(sen)
10,000 いちまん

(ichiman)

2,000 にせん

(nisen)
20,000 にまん

(niman)

3,000 さんぜん

(sanzen)
30,000 さんまん

(sanman)

4,000 よんせん

(yonsen)
40,000 よんまん

(yonman)

5,000 ごせん

(gosen)
50,000 ごまん

(goman)

6,000 ろくせん

(rokusen)
60,000 ろくまん

(rokuman)

7,000 ななせん

(nanasen)
70,000 ななまん

(nanaman)

8,000 はっせん

(hassen)
80,000 はちまん

(hachiman)

9,000 きゅうせん

(kyuusen)
90,000 きゅうまん

(kyuuman)



Welcome to our store!

Do you have erasers (in your store)?

Sorry, they’re out of stock.

Then, do you have pencil cases (in your store)?

Yes, we do.

qqqq　 A :  ～　は　ありますか。                        Do you have ~ (in your store)?

B : ○　→　　はい、あります。                 Yes, we do.
 ×　→　　すみません。うりきれです。   Sorry, they’re out of stock.

[example]　A: えんぴつ は ありますか。 Do you have pencils (in your store)?
(enpitsu　wa arimasuka)

    B:  ○　→　　はい、あります。                        Yes, we do.
(hai arimasu)

×　→　　すみません。うりきれです。  Sorry, they’re out of stock.
(sumimasen urikire desu)

ぶんぼうぐや (Stationary Store)

Practice the following as shown in the example.

q    A:                                                       

B:  ○　→ 　                                              

w   A:                                                       

B:  ×　→ 　                                              

Clerk: いらっしゃいませ。

(irasshaimase)

Mike: けしゴム は ありますか。

(keshigomu wa arimasuka)

Clerk: すみません。うりきれです。

(sumimasen urikire desu)

Mike: じゃあ、ふでばこ　は　ありますか。

(jaa fudebako wa arimasuka)

Clerk: はい、あります。

(hai arimasu)

[example]   pencil case   A:   ふでばこ　は　ありますか。

B:   ○→はい、あります。　  or   ×→すみません。うりきれです。



e    A:                                                       

B:  ○　→ 　                                              

r   A:                                                       

B:  ×　→ 　                                              

You are a store clerk. Your store had a good sale today and there are only a few
vegetables left as in the following picture. How do you respond to the following
questions?

１．やおや

qqqq　にんじんはありますか。

wwww　だいこんはありますか。

eeee　たまねぎはありますか。

rrrr　ピーマンはありますか。

tttt　じゃがいもはありますか。



Big Numbers

 Complicated numbers can be considered the sums of smaller numbers.

example 1. example 2.
258 → 200 + 50 + 8   79463 → 70000 + 9000 + 400 + 60 + 3

にひゃく ごじゅう はち   ななまん きゅうせん よんひゃくろくじゅう さん

(nihyaku gojuu hachi)  (nanaman kyuusen yonhyaku rokujuu san)

やおや (vegetable store)

Let’s read the following numbers in Japanese!

① 491
                                                                           

② 3825
                                                                               

③ 8037
                                                                           

④ 76392
                                                                           

⑤ 45070
                                                                           

Clerk: いらっしゃいませ。

(irasshaimase)

Mike: じゃがいも は ありますか。

(jagaimo wa arimasuka)

Clerk: はい、あります。

(hai arimasu)

Mike:  （お）いくらですか。

( (o) ikura desuka )

Clerk: ２９８えんです。

(nihyaku kyuujuu hachi en desu)

Welcome to our store!

Do you have potatoes (in your store)?

Yes, we do.

How much?

It’s 298 yen.



wwww　 A: （お）いくら ですか。   How much?  
B:　 ○○ えん です。       It’s ○○yen.

[example] 　A: (お) いくら ですか。　 How much?
( (o) ikura desuka)

   B: ひゃく えん です。　 It’s ¥100.
(hyaku en desu)

 

Practice the following as shown in the example.

    q　¥50     A:  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   B:   はい、あります。

A:  （お）いくらですか？

B:  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    w　¥630     A:  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   B:   はい、あります。

A:  （お）いくらですか？

B:  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    e　¥4980     A:  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   B:   はい、あります。

A:  （お）いくらですか？

B:  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[example]   potato (¥100)      A: 　  じゃがいもはありますか？

B:  　　はい、あります。

A: 　 （お）いくらですか？

B:  ひゃくえんです。 　　　　　　　

What kinds of currency are used in Japan?

Let’s visit the Bank of Japan ’s website and check what the Japanese money is like.
http://www.boj.or.jp/en/money/money_f.htm



eeee たかい/やすい　ですか。         Is it expensive/cheap?

たかい/やすい　です。          It is expensive/cheap.

やおや (vegetable store)

Find a partner and check today’s currency rate at http://www.xe.com/ucc/ and compare
the prices of pizza & clothing between the U.S. and Japan with your partner.

 Domino’s Pizza Japan : http://www.dominos.jp/item/index.php
 GAP Japan :    http://gap.co.jp/

Clerk: いらっしゃいませ。

(irasshaimase)

Mike: だいこん は　ありますか。

(daikon wa arimasuka)

Clerk: はい、あります。

(hai arimasu)

Mike: たかい　ですか。

(takai desuka)

Clerk: いいえ。　とてもやすいです（よ）。

(iie)    ( totemo yasui desu (yo) )

Mike: (お)いくらですか。

( (o) ikura desuka)

Clerk: 50 えん です。

 (gojuu en desu)

Mike: やすいです（ね）。

( yasui desu (ne) )

じゃあ、だいこんを さんぼん　ください。

(Jaa  daikon o sanbon kudasai)

Clerk: はい、どうぞ。

(hai doozo)

Welcome to our store!

Does your store carry radishes?

Yes, we do.

Are they expensive?

No.  The price is very reasonable/low.

How much is it?

It’s 50 yen.

That’s cheap!

Then, can I get 3 radishes?

Here you are.

Example q　いくらですか? → ～えんです。 　　　

Example w  たかい/やすい ですか。→　はい/いいえ。たかい/やすい です。



Counters
「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」. . . are used for counting things in general, but there are
other different counters for certain items depending on what you are counting.

・ 「まい(-mai)」 is used for flat and thin items. (paper, tickets, shirts, etc.)
・ 「ほん(-hon)」　is used for long items. (pencils, flowers, umbrellas, etc.)
・ 「さつ(-satsu)」　 is used for bound materials. (book, magazine, etc.)

( Note: There are more counters for counting different items. )

counting things in general

　

　    

まい( -mai )
flat objects

< paper, shirts >

ほん( -hon )
long/cylindrical objects

< pencils, flowers >

 

さつ( -satsu )
‘bound materials’

< books, magazines >

1 ひとつ

(hitotsu)
いちまい

(ichimai)
* いっぽん

(ippon)
* いっさつ

(issatsu)

2 ふたつ

(futatsu)
にまい

(nimai)
にほん

(nihon)
にさつ

(nisatsu)

3 みっつ

(mittsu)
さんまい

(sanmai)
* さんぼん

(sanbon)
さんさつ

(sansatsu)

4 よっつ

(yottsu)
よんまい

(yonmai)
よんほん

(yonhon)
よんさつ

(yonsatsu)

5 いつつ

(itsutsu)
ごまい

(gomai)
ごほん

(gohon)
ごさつ

(gosatsu)

6 むっつ

(muttsu)
ろくまい

(rokumai)
* ろっぽん

(roppon)
ろくさつ

(rokusatsu)

7 ななつ

(nanatsu)
ななまい

(nanamai)
ななほん

(nanahon)
ななさつ

(nanasatsu)

8 やっつ

(yattsu)
はちまい

(hachimai)
はちほん/*はっぽん

(hachihon/happon)
* はっさつ

(hassatsu)

9 ここのつ

(kokonotsu)
きゅうまい

(kyuumai)
きゅうほん

(kyuuhon)
きゅうさつ

(kyuusatsu)

10 とお

(too)
じゅうまい

(juumai)
* じゅっぽん

(juppon)
* じゅっさつ

(jussatsu)

* Irregular



●●

●●●●

●

Match the pictures with the correct counters using lines.

＜＜＜＜counter＞＞＞＞

ひとつ、ふたつ、みっつ、・・・

いちまい、にまい、さんまい、・・・

いっぽん、にほん、さんぼん、・・・

いっさつ、にさつ、さんさつ、・・・　 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



rrrr
～ を ＜counter＞ ください。        Please give me ＜counter＞ ～.

[example] けしゴム を みっつ ください。    Please give me 3 erasers.
keshigomu o mittsu kudasai

Practice the following as shown in the example.

q　                                                                   

w　                                                                   

e　                                                                   

r　                                                                   

[example]
    けしゴム　を    ひとつ    ください。

    ばら を    にほん    ください。



tttt　　これ(this one here)　それ(that one)　あれ(that one over there)

 これ refers to a thing right in front of the speaker.

 それ refers to a thing that is close to the speaker and right in front of the listener.

 あれ refers to a thing that is far from both the speaker and the listener.

　　　　　　

デパート (Department Store)

Clerk: いらっしゃいませ。

(irasshaimase)

Mike: それ　を　ください。

(sore o kudasai)

Clerk: この　ネクタイ　ですか。

(kono nekutai desuka)

Mike: いいえ。その　あおい　ネクタイ　を　ください。

(iie  sono aoi nekutai o kudasai)

Clerk: ああ、これ　ですか。

(aa  kore desuka)

Welcome to our store!

I’d like that one.

This tie?

No.  That blue tie, please.

Oh, this one?

そそそそれれれれ

ここここれれれれ

ああああれれれれ

ここここれれれれ そそそそれれれれ



yyyy
この～ (this . . .)　 その～ (that . . . )　 あの～ (that . . . over there)

Look at the following pictures and fill in the blank with「これ/それ/あれ」.

q 　　　　w e

その　ほん

that book

この　ほん

this book

あの　くろい　くるま

that black car over there

この　あおい　ネクタイ

this blue tie



Step 1
Look at the following pictures and fill in the blanks in Japanese.
Hint: 「この～」「その～」「あの～」

Step 2
Using vocabulary you have learned in the past, add appropriate adjectives to your
answers above to describe the people or objects.
Hint: 「この + adjective + Noun」 「その + adjective + Noun」 「あの + adjective + Noun」

qqqq　 wwww

      

eeee　 rrrr

 

Let’s visit the Japan Mint’s website and find the answers for the following questions.
     http://www.mint.go.jp/eng/kids/index_e.html

Questions:
1. What kinds of things were used as money around 1500 B.C. in Japan?

2. Who established the money system?

3. What kinds of processes are missing in the following chart for making coins?

4. When was the “Japan Mint” opened?
5. Why are coins round-shaped?



uuuu
A:  これ/それ/あれ　 は なんですか。  What is (this/that/that over there) ?

B:  　 ～　です　                  It is ~ .    
[example 1.]

A: これはなんですか。 What is this?

　 （kore wa nandesuka）

B: ポスターです。 It’s a poster.
   （posutaa desu）

[example 2.]

A: それはなんですか。 What are those?

　 （sore wa nandesuka）

B: はしです。 They’re chopsticks.
   （hashi desu）

[example 3.]

A: あれはなんですか。 What is that over there?

　 （are wa nandesuka）

B: たいいくかんです。 It’s a gymnasium.
   （taiikukan desu）

ほんや　(Bookstore)

Clerk: いらっしゃいませ。

(irasshaimase)

Mike: これ　は　なんですか。

(kore wa nandesuka)

Clerk: にほん　の　まんが　です。

(nihon no manga desu)

Mike: いくら　ですか。

(ikura desuka)

Clerk: ４００えん　です。

(yonhyaku en desu)

Welcome to our store!

What’s this?

That’s a Japanese comic book.

How much is it?

It’s ￥400.



Look at the following pictures and complete the conversation.
Hint: 「これ/それ/あれ は なんですか。」. 「～です。」

q

w

e

Try pairing up with a friend and asking each other about things in the classroom.

[example]    
これはなんですか。 ～です。

それはなんですか。 ～です。

あれはなんですか。 ～です。

A:                             ?

B:                                 

A:                             ?

B:                                 

A:                             ?

B:                                 

A

A

A

B

B

B



Complete the following conversation by filling in the blank.

qqqq　はなや
<Sachiko goes to a flower shop to buy 5 roses for her mother.>

wwwwほんや
<Ken goes to a bookstore to buy a Japanese textbook, but they didn’t have them in stock.>

Let’s practice going to McDonald’s Japan and ordering in Japanese!
Find a partner and trade off playing the customer and cashier. Use any combination of
expressions you learned earlier.

<MacDonald’s Japan>
http://www.mcdonalds.co.jp/sales/menu_h_f.html

Clerk:     qqqq 　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　 　　　。

Sachiko:      こんにちは。　wwww　　　　　   　　　　　　　　　　　？

Clerk:      はい、あります。

Sachiko:　　eeee    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ください。

Clerk: はい、どうぞ。

Sachiko:     rrrr    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？

Clerk: 1200 えんです。

Clerk: qqqq　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 　  　　。

Ken:          wwww　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　　　？

Clerk: すみません。eeee　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　。

Ken:          そうですか。



Down Across
1. Musical instrument you play that has strings. 1. It’s a green, sweet vegetable.

2. You may buy a present for Mother’s Day here. 2. Something you put on your head

3. Billions of people use them to eat. 3. ‘Three’ (counter for objects in general)

4. You may go shopping here before school starts. 4. You read this in English class.

5. You can use a cell phone to take this nowadays. 5. You come here for the freshest vegetables.

6.You say this before asking a question. 6. Something you find at a bookstore and it comes out
once a week/month.

1

4

1 ん 6

2 5 3

2

4 せ

5 3

6 し



[ Review 1. ]
q   １．けんじゃありません。たろうです。
     ２．アメリカじんじゃありません。にほんじんです。
     ３．とうきょうしゅっしんじゃありません。おおさかしゅっしんです。
     ４．せんせいじゃありません。けいさつかんです。
w   １．サリーじゃありません。エミリーです。
     ２．にほんじんじゃありません。アメリカじんです。
     ３．ロサンゼルスしゅっしんじゃありません。ニューヨークしゅっしんです。
     ４．ＯＬじゃありません。かんごふです。

[ Have a break! ]
1. Commodities like rice, clothes and salt, etc
2. Tokugawa Ieyasu
3. q　Blanking   w　Inspecting
4. On April 4, 1871.
5. Round-shaped coins are handled easier than square-shaped

coins. They are more resistant than other-shaped coins
against erosion. As round-shaped coins are easier to be
mass-produced, a lot of coins in the world are round-shaped.
When you get merchandises from vending machines, it is
much easier for you to put round-shaped coins into the slots.

[ Review 2. ]
q  たかいすし
w  びょうきのひと
e  すきなほん
r  あついたべもの / あついうどん
t  げんきなひと
y  にほんごのほん / にほんのほん
u  ちゃいろいボール
i  おいしいたべもの /おいしいピザ

[ Exercise 1. ]
q　Ａ: 　けしゴムはありますか。
　　Ｂ：　○→　はい、あります。
w　Ａ: 　ペンはありますか。
　　Ｂ：　×→　すみません。うりきれです。
e　Ａ:　　はさみはありますか。
　　Ｂ：　○→　はい、あります。
r　Ａ: 　ノートはありますか。
　　Ｂ：　×→　すみません。うりきれです。

[ Exercise ２. ]
q　すみません。うりきれです。
w　はい、あります。
e　すみません。うりきれです。
r　すみません。うりきれです。
t　はい、あります。

[ Exercise ４. ]
q　A: にんじんはありますか。
　　B: ごじゅうえんです。
w　A: まんがはありますか。
　　B: ろっぴゃくさんじゅうえんです。
e　A: Ｔシャツはありますか。
　　B: よんせんきゅうひゃくはちじゅうえんです。

[ Exercise ７. ]
q　えんぴつをにほんください。
w　にんじんをごほんください。
e　Ｔシャツをよんまいください。
r　ざっしをにさつください。

[ Exercise ３. ]
q　よんひゃくきゅうじゅういち
w　さんぜんはっぴゃくにじゅうご
e　はっせんさんじゅうなな
r　ななまんろくせんさんびゃくきゅうじゅうに
t　よんまんごせんななじゅう

[ Exercise ９. ]
Ｓｔｅｐ １．
qそのしゃしん　wこのとけい　eこのドレス　rあのひと

Ｓｔｅｐ　２．
Sample Answers
q　そのおとこのひとのしゃしん
w　このあたらしいとけい、このたかいとけい
e　このたかいドレス、このすてきなドレス
r　あのめがねのひと、あのスーツのひと
（＊These are not the only correct answers. There are many other
possible answers.）

[ Exercise 10. ]
q 　A: それはなんですか？　　 B:　ざっしです。
w 　A:　あれはなんですか？　　 B:　しゃしんです。
e 　A:　これはなんですか？ B:　ちずです。

[ Exercise ６. ]

ひとつ、ふたつ、みっつ→Eraser、Potato

いちまい、にまい、さんまい→T-shirt、Postcard

いっぽん、にほん、さんぼん→Rose, Radish, Carrot, Pencil

いっさつ、にさつ、さんさつ→Magazine, Book

[ Exercise ８. ]
qあれ　　　　w　これ　　　e　それ

[ Exercise 1２. ]
１．はなや  q　いらっしゃいませ。

 w  ばらはありますか。
 e （じゃあ、）ばらをごほんください。
 r （お）いくらですか。

２．ほんや  q　いらっしゃいませ。
 w  にほんごのきょうかしょはありますか。

 e  うりきれです。

ギ

タ ぶ

ぴ ― ま ん す

ぼ う し み っ つ

は う ゃ ま

な ぐ し ょ う せ つ

や お や ん ん

は

ざ っ し



Deai Photo Essay Cafe Website is a place where students from all over the world

can communicate through photo essays they create themselves.

Come visit us at the Cafe, read the photo essays

and communicate with others by writing your comments or questions about their works.*

(* Posting comments will be possible by early May 2005.)

We look forward to your participation!

Even More Resources at the Japan Forum Web!

The Lives of Japanese Elementary School Students
http://www.tjf.or.jp/shogakusei/ (Starting in April 2005.)

Photo Essays of High School Students in Japan
http://www.tjf.or.jp/thewayweare/

TJF Photo Data Bank http://databank.tjf.or.jp/intro_e.html
(New update open in April 2005.)




