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Flashcards

•https://quizlet.com/_30o1pg

https://quizlet.com/_30o1pg


Ko-re wa ______ desu.

Ko-re wa Desu.

Ko-re = This
So-re = That 
A-re = That over there

Watashi = I
Boku = I
Watashi no = my
Boku no = my
Anata = you
Anata no = your
Ka-re = he
Kanojo = she

Desu = is / am / are
Ka = ?
Hai = Yes
Iie = No
Soretomo = or

Tsukue = desk
Isu = chair
Enpitsu = pencil
Fudebako = pencil case
Keshigomu = rubber
Tokei = clock
Udedokei = watch
Mado = window

Nan = what
Nani = what
Da-re = who
Da-re no = whose



Reading 1-1

A: Konnichiwa!
B: こんにちは!
A: Ogenki desu ka.
B: Hai, genki desu.
B: おげんきですか.
A: Hai, genki desu.
B: Douzo. 
A: Ojama shimasu. 
A: Ko-re wa present desu.
B: これwa present desu ka.
A: Hai.
A: Ko-re wa present desu.
B: これwa nan desu ka.
A: Ko-re wa pen desu.
B: これwa pan desu ka.
A: iie
A: Ko-re wa pan janai desu.
A: これwa pen desu.

B: Ko-re wa pin desu ka.
A: いいえ。
A: これwa pin janai desu.
A: Ko-re wa pen です。
A: Douzo.
B: ありがとう gozaimasu.
A: Ko-re wa nan desu ka.
B: So-re wa piano desu.
B: それwa table janai desu.
B: それwa piano desu.
A: A-re wa nan desu ka.
B: A-re wa trophy desu.
B: あれwa glass janaiです。
B: あれwa trophy です。



Reading 1-2

A: こんにちは!
B: こんにちは!
A: おげんきですか。
B: はい, げんきです。
B: おげんきですか。
A: はい, げんきです。
B: どうぞ。
A: おじゃまします。
A: これはプレゼントです。
B: これはプレゼントですか。
A: はい。
A: これはプレゼントです。
B: これはなんですか。
A: これはペンです。
B: これはパンですか。
A: いいえ。
A: これはパンじゃないです。
A: これ はペンです。

B: これはピンですか。
A: いいえ。
A: これはピンじゃないです。
A: これはペンです。
A: どうぞ。
B: ありがとうございます。
A: これはなんです か。
B: それは ピアノです。
B: それはテーブルじゃないです。
B: それはピアノです。
A: あれはなんですか。
B: あれはトロフィー です。
B: あれはグラスじゃないです。
B: あれはトロフィーです。



_____ ga arimasu.
_____ ga suki desu

wa ______________ga Arimasu.

Suki desu.

desu

Ko-re = This
So-re = That 
A-re = That over there
Watashi = I
Boku = I
Watashi no = my
Boku no = my
Anata = you
Anata no = your

Arimasu = there is /are
Suki desu = like
Desu = is / am / are
Ka = ?
Soretomo = or
Nan = what
Nani = what
Da-re = who
Da-re no = whose

Tsukue = desk
Isu = chair
Enpitsu = pencil
Fudebako = pencil case
Keshigomu = rubber
Tokei = clock
Udedokei = watch
Mado = window

Kono + (noun) 
= this (noun)

Sono + (noun)
= that = (noun)

A-re + (noun)
= that (noun) over 
there 



Reading 2-1

A1: Nani ga arimasu ka.
B1: Tsukue ga arimasu.
B2: Tsukue ga suki desu ka.
A2: iie. Suki janai desu.
A3: Watashi wa ookii tsukue ga suki desu.
B3: Ookiiつくえga suki desu ka.
A4: Hai, ookiiつくえga suki desu.
B4: Ookii tsukue ga suki desu ka. 
Soretomo, chiisai tsukue ga suki desu ka.
A5: Ookiiつくえga suki desu.
B5: Donna iro ga suki desu ka.
A6: kuroi tsukue ga suki desu.
B6: Kuroi tsukue ga suki desu ka.
A7: Hai. くろいtsukue ga suki desu.
B7: Ookii kuroi tsukue ga suki desu ka.

A8: Hai. Ookii kuroi tsukue ga suki desu.
A9: Isu wa arimasu ka.
B8: Hai. Arimasu.
B9: Ookii isu ga suki desu ka.
A10: iie, suki janai desu.
B10: Donna isu ga suki desu ka.
A11: Chiisai isu ga suki desu.
A12: Chiisaiいすwa arimasu ka.
B11: Hai, arimasu.
B12: Ookii tsukue to chiisai isu ga suki 
desu ka.
A13: Hai, ookii tsukue to chisaiいすga suki 
desu. Arigato.



Reading 2-2

A1: なに が あります か。
B1: つくえ が あります。
B2: つくえ が すき です か。
A2: いいえ、すき じゃない です。
A3: わたし は おおきい つくえ が す
き です。
B3: おおきい つくえ が すき です か。
A4: はい。おおきい つくえ が すき で
す。
B4: おおきい つくえ が すき です か。
それとも、ちいさい つくえ が すき で
す か。
A5: おおきい つくえ が すき です。
B5: どんな いろ が すき です か。
A6: くろい つくえ が すき です。
B6: くろい つくえ が すき です か。

A7: Hai. くろい つくえ が すき です。
B7: おおきい くろい つくえ が すき
です か。
A8: はい。おおきい くろい つくえ が
すき です。
A9: いす は あります か。
B8: はい。あります。
B9: おおきい いす が すき です か。
A10: いいえ、すき じゃない です。
B10: どんな いす が すき です か。
A11: ちいさい いす が すき です。
A12: ちいさい いす は あります か。
B11: はい。あります。
B12: おおきい つくえ と ちいさい い
す が すき です か。
A13: はい、おおきい つくえ と ちいさ
い いす が すき です。ありがとう。


