
Lesson 1 Reading (1): This is a pen! (My Place, Your Place) 

A1: Konnichiwa!  

B1: こんにちは!  

A2: Ogenki desu ka.  

B2: Hai, genki desu.  

B3: おげんき です か.  

A3: Hai, genki desu.  

B4: Douzo.  

A4: Ojama shimasu.  

A5: Ko-re wa present desu. 

B5: これ wa present desu ka. 

A6: Hai. 

A7: Ko-re wa present desu. 

B6: これ wa nan desu ka. 

A8: Ko-re wa pen desu. 

B7: これ wa pan desu ka. 

A9: iie 

A10: Ko-re wa pan janai desu. 

A11: これ wa pen desu. 

B8: Ko-re wa pin desu ka. 

A12: いいえ。  

A13: これ wa pin janai desu.

  

A14: Ko-re wa pen です。  

A15: Douzo. 

B9: ありがとう gozaimasu.

  

A16: Ko-re wa nan desu ka.

  

B10: So-re wa piano desu. 

B11: それ wa table janai desu. 

B12: それ wa piano desu 

A17: A-re wa nan desu ka. 

B13: A-re wa trophy desu. 

B14: あれ wa glass janai で

す。 

B15: あれ wa trophy です。 

 

 

 

 

 



Lesson 1 Reading (2): This is a pen! (My Place, Your Place) 

A1: こんにちは!  

B1: こんにちは!  

A2: おげんき です か。  

B2: はい, げんき です。  

B3: おげんき です か。  

A3: はい, げんき です。  

B4: どうぞ。  

A4: おじゃま します。  

A5: これ は プレゼント です。 

B5: これ は プレゼント です か。 

A6: はい。 

A7: これ は プレゼント です。 

B6: これ は なん です か。 

A8: これ は ペン です。 

B7: これ は パン です か。 

A9: いいえ。 

A10: これ は パン じゃない です。 

A11: これ  は ペン です。 

B8: これ は ピン です か。  

A12: いいえ。  

A13: これ は ピン じゃない です。

  

A14: これ は ペン です。  

A15: どうぞ。 

B9: ありがとうございます。 

A16: これ は なん です か。  

B10: それ は ピアノ です。 

B11: それ は テーブル じゃない で

す。 

B12: それ は ピアノ です。  

A17: あれ は なん です か。 

B13: あれ は トロフィー です。 

B14: あれ は グラス じゃない で

す。 

B15: あれ は トロフィー です。 


