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LEARN WHILE SLEEPING 1

Basic Greetings

Japanese English Sample sentence English

こんにちは。 Kon'nichiwa. Hello.
皆さん、
こんにちは。

Mina-san, 
kon'nichiwa. Hello, everyone!

元気ですか。 Genki desu ka. How are you?
こんにちは。
元気ですか。

Kon'nichiwa. 
Genki desu ka.

Hello, how are 
you?

おはよう
ございます。

Ohayō 
gozaimasu. Good morning.

おはようござい
ます。よく眠れ
ましたか。

Ohayō 
gozaimasu. Yoku 
nemuremashita 
ka.

Good morning, 
have you slept 
well? 

こんにちは。 Kon'nichiwa. Good afternoon.
こんにちは。奥
さんは元気で
すか。

Kon'nichiwa. 
Okusan wa genki 
desu ka.

Good afternoon, 
how is your wife?

こんばんは。 Konbanwa. Good evening.
こんばんは。今
帰りですか。

Konbanwa. Ima 
kaeri desu ka.

Good evening, 
are you heading 
home?

お元気で。 O-genki de. Take care.
お元気で。また
話しましょう。

O-genki de. Mata 
hanashimashō.

Take care and 
let's talk soon!

またね。 Mata ne. See you.
お元気で。また
ね。

O-genki de. Mata 
ne.

Take care, see 
you!

バイバイ。 Baibai. Bye.
またね。
バイバイ。 Mata ne. Baibai. See you, bye!

おやすみなさい。 Oyasuminasai. Good night.
おやすみなさ
い。またね。

Oyasuminasai. 
Mata ne.

Good night, see 
you!

Being Polite

Japanese English Sample sentence English

ありがとうござ
います

arigatō 
gozaimasu thank you

どうもありがと
うございます。

Dōmo arigatō 
gozaimasu.

Thank you very 
much.

どういたし
まして dōitashimashite you're welcome

いいえ、どうい
たしまして。

Iie, 
dōitashimashite.

You're welcome, 
no problem. 

お願いします onegai shimasu please
これをお願い
します。

Kore o onegai 
shimasu. This, please.

すみません sumimasen excuse me
すみません、
駅はどこです
か。

Sumimasen, eki 
wa doko desu ka.

Excuse me, 
where is the 
station?

ごめんなさい gomen nasai sorry
ごめんなさ
い。わざとでは
ありません。

Gomen nasai. 
Wazato de wa 
arimasen.

Sorry, it wasn't 
on purpose.

はじめまして。 Hajimemashite. Nice to meet you. はじめまして。 Hajimemashite. Hi, nice to meet 
you.

ようこそ yōkoso welcome
私の家へよう
こそ。

Watashi no ie e 
yōkoso.

Welcome to my 
home.
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Personal Pronouns

Japanese English Sample sentence English

私 watashi I
私は料理を
します。

Watashi wa ryōri 
o shimasu. I cook.

あなた anata you
あなたは歌い
ます。

Anata wa 
utaimasu. You sing.

彼 kare he 彼は話します。 Kare wa 
hanashimasu. He speaks.

彼女 kanojo she 彼女は寝ます。 Kanojo wa 
nemasu. She sleeps.

それ sore it それはテーブルの
上にあります。

Sore wa tēburu 
no ue ni arimasu. It's on the table.

私たち watashi-tachi we
私たちは食べ
ます。

Watashi-tachi wa 
tabemasu. We eat.

あなたたち anata-tachi you (plural)
あなたたちは
旅行します。

Anata-tachi wa 
ryokō shimasu. You travel. (plural)

彼ら kare-ra they
彼らは勉強し
ます。

Kare-ra wa 
benkyō shimasu. They study.

私の watashi no my
彼は私の父で
す。

Kare wa watashi 
no chichi desu. He is my father.

あなたの anata no your
彼女はあなたの
お母さんです。

Kanojo wa anata 
no o-kā-san 
desu.

She is your 
mother.

彼の kare no his
ケンは彼の兄
弟です。

Ken wa kare no 
kyōdai desu.

Ken is his 
brother.

彼女の kanojo no her
ミキは彼女の
姉妹です。

Miki wa kanojo 
no shimai desu. Miki is her sister.

その sono its
私はペットボト
ルとそのふたを
使います。

Watashi wa 
petto botoru 
to sono futa o 
tsukaimasu.

I use a plastic 
bottle and its 
cap.

私たちの watashi-tachi no our
あれは私たち
の家です。

Are wa watashi-
tachi no ie desu.

That is our 
house.

あなたたちの anata-tachi no your (plural)
あなたたちの
お母さんは怒
っています。

Anata-tachi no 
o-kā-san wa 
okotte imasu.

Your mother is 
angry. (plural)

彼らの kare-ra no their
彼らのお母さん
は医者です。

Kare-ra no o-kā-
san wa isha desu.

Their mother is a 
doctor.
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Expressing Well-being

Japanese English Sample sentence English

元気 genki good 私は元気です。 Watashi wa genki 
desu. I am good.

とても元気 totemo genki great 彼はとても元気で
す。

Kare wa totemo 
genki desu. He is great.

まあまあ māmā so-so 彼女はまあまあ
です。

Kanojo wa māmā 
desu. She is so-so.

疲れている tsukarete iru tired 私たちは疲れてい
ます。

Watashi-tachi wa 
tsukarete imasu. We are tired.

眠い nemui sleepy 彼らは眠いです。 Kare-ra wa nemui 
desu. They are sleepy.

うれしい ureshii happy 私はうれしいで
す。

Watashi wa 
ureshii desu. I am happy.

悲しい kanashii sad あなたは悲しいで
す。

Anata wa 
kanashii desu. You are sad.

退屈 taikutsu bored 彼は退屈です。 Kare wa taikutsu 
desu. He is bored.

怒っている okotte iru angry 彼らは怒っていま
す。

Kare-ra wa okotte 
imasu. They are angry.

寂しい samishii lonely 私たちは寂しいで
す。

Watashi-tachi wa 
samishii desu. We are lonely.

私は...です watashi wa ... 
desu I am 私は眠いです。 Watashi wa 

nemui desu. I am sleepy.

あなたは...です anata wa ... desu you are あなたは面白い
です。

Anata wa 
omoshiroi desu. You are funny.

彼は...です kare wa ... desu he is 彼はうれしいで
す。

Kare wa ureshii 
desu. He is happy.

彼女は...です kanojo wa ... 
desu she is 彼女は恥ずかしい

です。
Kanojo wa 
hazukashii desu.

She is 
embarrassed.

それは...です sore wa ... desu it is それはきれいで
す。

Sore wa kirei 
desu. It is beautiful.

私たちは...です watashi-tachi wa 
... desu we are 私たちは誇らしい

です。
Watashi-tachi wa 
hokorashii desu. We are proud.

あなたたちは...
です

anata-tachi wa ... 
desu you are (plural) あなたたちは退屈

です。
Anata-tachi wa 
taikutsu desu.

You are bored. 
(plural)

彼らは...です kare-ra wa ... 
desu they are 彼らは悲しいで

す。
Kare-ra wa 
kanashii desu. They are sad.
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Making Simple Sentences

Japanese English Sample sentence English

これ kore this
これは私ので
す。

Kore wa watashi 
no desu. This is mine.

あれ are that
あれをお願い
します。

Are o onegai 
shimasu. That, please.

この kono these
この猫たちは
かわいいです。

Kono neko-tachi 
wa kawaii desu.

These cats are 
cute.

あの ano those
あの猫たちは
かわいいです。

Ano neko-tachi 
wa kawaii desu.

Those cats are 
cute.

ここ koko here
私の家はここ
です。

Watashi no ie wa 
koko desu. My house is here.

そこ soko there
私の学校はそ
こです。

Watashi no gakkō 
wa soko desu.

My school is 
there.

あそこ asoko over there
私の母はあそ
こです。

Watashi no haha 
wa asoko desu.

My mother is 
over there.

と to and これとあれ。 Kore to are. This and that.

から kara from
私は東京から
来ました。

Watashi wa 
Tōkyō kara 
kimashita.

I'm from Tokyo.
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Numbers

Japanese English Sample sentence English

一 ichi one 一歳 issai one year old

二 ni two 二歳 ni-sai two years old

三 san three 三歳 san-sai three years old

四 yon / shi four 四歳 yon-sai four years old

五 go five 五歳 go-sai five years old

六 roku six 六歳 roku-sai six years old

七 nana / shichi seven 七歳 nana-sai seven years old

八 hachi eight 八歳 hassai eight years old

九 kyū / ku nine 九歳 kyū-sai nine years old

十 jū ten 十歳 jussai ten years old

十一 jū ichi 11 十一歳 jū issai eleven years old

十二 jū ni 12 十二歳 jū ni-sai twelve years old

十三 jū san 13 十三歳 jū san-sai thirteen years old

十四 jū yon / jū shi 14 十四歳 jū yon-sai fourteen years 
old

十五 jū go 15 十五歳 jū go-sai fifteen years old

十六 jū roku 16 十六歳 jū roku-sai sixteen years old

十七 jū nana / jū shichi 17 十七歳 jū nana-sai seventeen years 
old

十八 jū hachi 18 十八歳 jū hassai eighteen years 
old
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十九 jū kyū / jū ku 19 十九歳 jū kyū-sai nineteen years 
old

二十 ni-jū 20 二十歳 hatachi (ni-jussai) twenty years old

二十五 ni-jū go 25 二十五歳 ni-jū go-sai twenty-five years 
old

三十 san-jū 30 三十歳 san-jussai thirty years old

三十三 san-jū san 33 三十三歳 san-jū san-sai thirty-three years 
old

四十 yon-jū 40 四十歳 yon-jussai forty years old

五十 go-jū 50 五十歳 go-jussai fifty years old

六十 roku-jū 60 六十歳 roku-jussai sixty years old

七十 nana-jū 70 七十歳 nana-jussai seventy years old

八十 hachi-jū 80 八十歳 hachi-jussai eighty years old

九十 kyū-jū 90 九十歳 kyū-jussai ninety years old

百 hyaku 100 百歳 hyaku-sai a hundred years 
old
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Family Members

Japanese English Sample sentence English

父 chichi father
これは私の父
です。

Kore wa watashi 
no chichi desu. This is my father.

母 haha mother 私の父と母です。 Watashi no chichi 
to haha desu.

My father and my 
mother.

兄 ani older brother 私の兄は私より
背が高いです。

Watashi no ani wa 
watashi yori se ga 
takai desu.

My older brother 
is taller than me.

妹 imōto younger sister
私の妹はかわ
いいです。

Watashi no imōto 
wa kawaii desu.

My younger 
sister is cute.

息子 musuko son
私は息子がい
ます。

Watashi wa 
musuko ga 
imasu.

I have a son.

娘 musume daughter
私の娘は大人
です。

Watashi no 
musume wa 
otona desu.

My daughter is 
grown up.

妻 tsuma wife
私の妻は私よ
り年上です。

Watashi no tsuma 
wa watashi yori 
toshiue desu.

My wife is older 
than me.

夫 otto husband
私の夫は旅行
しています。

Watashi no otto 
wa ryokō shite 
imasu.

My husband is 
traveling.

両親 ryōshin parents
彼女の両親は
離婚しました。

Kanojo no 
ryōshin wa rikon 
shimashita.

Her parents are 
divorced.

家族 kazoku family
私は妻と家族
を愛していま
す。

Watashi wa 
tsuma to kazoku 
o aishite imasu.

I love my wife 
and family.

Basic Adjectives

Japanese English Sample sentence English

暑い atsui hot 今日は暑いです。 Kyō wa atsui 
desu. Today is hot.

寒い samui cold 今日は寒いです。 Kyō wa samui 
desu. Today is cold.

大きい ōkii big 私は大きい猫を
飼っています。

Watashi wa ōkii 
neko o katte 
imasu.

I have a big cat.

小さい chiisai small
そのかばんは
小さいです。

Sono kaban wa 
chiisai desu. The bag is small.

高い takai high
その値段は高
いです！

Sono nedan wa 
takai desu! The price is high!
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低い hikui low
気温が低いで
す。

Kion ga hikui 
desu.

The temperature 
is low.

強い tsuyoi strong
流れが強いで
す。

Nagare ga tsuyoi 
desu.

The current is 
strong.

弱い yowai weak
手の力が弱い
です。

Te no chikara ga 
yowai desu.

My hands are 
weak.

速い hayai fast
彼は走るのが
速いです。

Kare wa hashiru 
no ga hayai desu.

He is a fast 
runner.

遅い osoi slow
私のパソコンは
遅いです。

Watashi no 
pasokon wa osoi 
desu.

My computer is 
slow.

重い omoi heavy
郵便配達員は
重い荷物を運
びました。

Yūbin haitatsuin 
wa omoi nimotsu 
o hakobimashita.

The postal carrier 
delivered a heavy 
package.

優しい yasashii kind
彼女はとても
優しい人です。

Kanojo wa 
totemo yasashii 
hito desu.

She is a very kind 
person.

軽い karui light
あなたは羽の
ように軽いで
す。

Anata wa hane 
no yō ni karui 
desu.

You're light as a 
feather.

汚い kitanai dirty
その家は汚い
です。

Sono ie wa 
kitanai desu.

The house is 
dirty.

きれい kirei clean
その車はきれ
いです。

Sono kuruma wa 
kirei desu. The car is clean.

独身 dokushin single
私は独身で
す。

Watashi wa 
dokushin desu. I'm single.

結婚した kekkon shita married
彼は結婚して
います。

Kare wa kekkon 
shite imasu. He is married.

Basic Verbs

Japanese English Sample sentence English

歩く aruku walk
私の兄は速く
歩きます。

Watashi no ani wa 
hayaku arukimasu.

My brother walks 
fast.

話す hanasu talk
彼らは毎日た
くさん話しま
す。

Kare-ra wa 
mainichi takusan 
hanashimasu.

They talk a lot 
every day.

運転する unten suru drive
私は運転しま
せん。

Watashi wa unten 
shimasen. I don't drive.

食べる taberu eat
私たちは冷た
い料理を食べ
ています。

Watashi-tachi wa 
tsumetai ryōri o 
tabete imasu.

We are eating a 
cold meal.
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座る suwaru sit
私は座って休
みたいです。

Watashi wa 
suwatte yasumitai 
desu.

I want to sit and 
rest.

泳ぐ oyogu swim
私は泳ぐのが
好きです。

Watashi wa 
oyogu no ga suki 
desu.

I like to swim.

書く kaku write
私は先生に手
紙を書いてい
ます。

Watashi wa 
sensei ni tegami 
o kaite imasu.

I am writing 
a letter to my 
teacher.

歌う utau sing
彼女はクラス
のみんなの前
で歌います。

Kanojo wa kurasu 
no minna no mae 
de utaimasu.

She sings in front 
of the class.

飲む nomu drink
私の兄は朝コ
ーヒーを
飲みます。

Watashi no ani 
wa asa kōhī o 
nomimasu.

My brother drinks 
coffee in the 
morning.

覚える oboeru learn
寝ながら
覚える。

Nenagara 
oboeru.

Learn while 
sleeping.

聞く kiku listen
私は医者のア
ドバイスを
聞きます。

Watashi wa isha 
no adobaisu o 
kikimasu.

I listen to my 
doctor's advice.

見る miru watch

彼女の姉は悲
しい映画を見
るのが好きで
す。

Kanojo no ane 
wa kanashii eiga 
o miru no ga suki 
desu.

Her sister likes 
to watch sad 
movies.

読む yomu read
私は悲しい話
を読んでいま
す。

Watashi wa 
kanashii hanashi 
o yonde imasu.

I am reading a 
sad story.

話す hanasu speak
先生はとても
早く話していま
す。

Sensei wa 
totemo hayaku 
hanashite imasu.

The teacher is 
speaking very 
fast.

Occupations

Japanese English Sample sentence English

先生 sensei teacher 
私たちの先生
は厳しいです。

Watashi-tachi no 
sensei wa kibishii 
desu.

Our teacher is 
strict.

学生 gakusei student
学生たちは教
室にいます。

Gakusei-tachi 
wa kyōshitsu ni 
imasu.

Students are in 
the class.

医者 isha doctor 
私は医者にか
からなければ
いけません。

Watashi wa isha 
ni kakaranakereba 
ikemasen.

I need to see the 
doctor.

エンジニア enjinia engineer
私はエンジニ
アになりたいで
す。

Watashi wa 
enjinia ni naritai 
desu.

I want to become 
an engineer.

ウェイター weitā waiter 
ウェイターはど
こですか。

Weitā wa doko 
desu ka.

Where is the 
waiter?
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販売員 hanbaiin salesperson
あなたは販売員
の仕事をしてい
ますか。

Anata wa 
hanbaiin no 
shigoto o shite 
imasu ka.

Do you work as a 
salesperson?

弁護士 bengoshi lawyer 私の弁護士はと
ても優秀です。

Watashi no 
bengoshi wa 
totemo yūshū desu.

My lawyer is very 
good.

美容師 biyōshi hairdresser 美容師は、髪を
切っています。

Biyōshi wa, kami 
o kitte imasu.

The hairdresser is 
cutting the hair.

農家 nōka farmer
その農家は春
とても忙しいで
す。

Sono nōka wa 
haru totemo 
isogashii desu.

The farmers are 
very busy in 
spring.

芸術家 geijutsuka artist
いろいろな種類
の芸術家がいま
す。

Iroiro na shurui 
no geijutsuka ga 
imasu.

There are many 
different kinds of 
artists.

アスリート asurīto athlete

アスリートは健
康的な食事をし
なければいけま
せん。

Asurīto wa 
kenkōteki 
na shokuji o 
shinakereba 
ikemasen.

Athletes have to 
eat a healthy diet.

警察官 keisatsukan police officer
警察官は、その
車を止めまし
た。

Keisatsukan wa, 
sono kuruma o 
tomemashita.

The police officer 
stopped the car.

歌手 kashu singer 
あなたは好き
な歌手がいます
か。

Anata wa suki na 
kashu ga imasu 
ka.

Do you have a 
favorite singer?

俳優 haiyū actor

この映画には、
たくさんの有名
な俳優がいま
す。

Kono eiga ni wa, 
takusan no yūmei 
na haiyū ga 
imasu.

Many famous 
actors are in this 
movie.

郵便配達員 yūbin haitatsuin postal carrier
郵便配達員は、
手紙を配達して
います。

Yūbin haitatsuin 
wa, tegami o 
haitatsu shite 
imasu.

The postal carrier 
is delivering the 
mail.

整備士 seibishi mechanic
整備士は、私の
車を見ていま
す。

Seibishi wa, 
watashi no 
kuruma o mite 
imasu.

The mechanic is 
looking at my car.

歯医者 haisha dentist
私は歯医者にか
からなければい
けません。

Watashi wa 
haisha ni 
kakaranakereba 
ikemasen.

I have to see the 
dentist.

科学者 kagakusha scientist
私は科学者にな
るために勉強し
ています。

Watashi wa 
kagakusha ni 
naru tame ni 
benkyō shite 
imasu.

I study to 
become a 
scientist.

記者 kisha journalist
この記者は、面
白い記事を書き
ました。

Kono kisha wa, 
omoshiroi kiji o 
kakimashita.

This journalist 
wrote an 
interesting article.

作家 sakka writer
彼女は有名な児
童文学の作家で
す。

Kanojo wa yūmei 
na jidō bungaku 
no sakka desu.

She is a famous 
kid's book writer.
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Countries and Cities

Japanese English Sample sentence English

オーストラリア Ōsutoraria Australia
オーストラリ
アは一つの国
で、大陸です。

Ōsutoraria wa 
hitotsu no kuni 
de, tairiku desu.

Australia is a 
country and 
continent.

シドニー Shidonī Sydney

シドニーはオー
ストラリアで一
番大きい都市
です。

Shidonī wa 
Ōsutoraria de 
ichi-ban ōkii toshi 
desu.

Sydney is the 
largest city in 
Australia.

ブラジル Burajiru Brazil
ブラジルは南
アメリカで一番
大きい国です。

Burajiru wa 
minami Amerika 
de ichi-ban ōkii 
kuni desu.

Brazil is the 
largest country in 
South America.

リオデジャネ
イロ Rio de janeiro Rio de Janeiro

リオデジャネイ
ロはとても暑
いです。

Rio de janeiro 
wa totemo atsui 
desu.

Rio de Janeiro is 
very hot.

カナダ Kanada Canada カナダの地図 Kanada no chizu map of Canada

バンクーバー Bankūbā Vancouver
バンクーバー
はカナダの都
市です。

Bankūbā wa 
Kanada no toshi 
desu.

Vancouver is a 
city in Canada.

中国 Chūgoku China
私は中国出身
です。

Watashi wa 
Chūgoku 
shusshin desu.

I'm from China.

北京 Pekin Beijing
私は北京に行
きたいです。

Watashi wa Pekin 
ni ikitai desu.

I want to go to 
Beijing.

エジプト Ejiputo Egypt 古代エジプト kodai Ejiputo ancient Egypt

カイロ Kairo Cairo
カイロにはピ
ラミッドがあり
ます。

Kairo ni wa 
piramiddo ga 
arimasu.

There are 
pyramids in 
Cairo.

イギリス Igirisu England イギリス女王 Igirisu joō Queen of 
England

ロンドン Rondon London
次のロンドン行き
の電車は、30分後
に着きます。

Tsugi no Rondon 
iki no densha wa, 
san-juppun go ni 
tsukimasu.

The next train to 
London will arrive 
in thirty minutes.

フランス Furansu France 私は明日フラン
スに行きます。

Watashi wa 
ashita Furansu ni 
ikimasu.

I’ll go to France 
tomorrow.

パリ Pari Paris
私はパリにも
行きたいです。

Watashi wa Pari 
ni mo ikitai desu.

I also want to go 
to Paris.

ドイツ Doitsu Germany 十月三日はドイ
ツの祝日です。

Jū-gatsu mikka 
wa Doitsu no 
shukujitsu desu.

The third of 
October is 
Germany's 
national holiday.



LEARN WHILE SLEEPING 12

ベルリン Berurin Berlin
ドイツの首都
は、ベルリンで
す。

Doitsu no shuto 
wa, Berurin desu.

The capital city 
of Germany is 
Berlin.

インド Indo India インドの首相 Indo no shushō Prime Minister of 
India

ニューデリー Nyū derī New Delhi
ニューデリーは
大きい都市で
す。

Nyū derī wa ōkii 
toshi desu.

New Delhi is a 
big city.

イタリア Itaria Italy
あなたはいつ
イタリアに行き
ますか。

Anata wa itsu 
Itaria ni ikimasu 
ka.

When are you 
going to Italy?

ローマ Rōma Rome
私の家族は来
年ローマに行
きます。

Watashi no 
kazoku wa rainen 
Rōma ni ikimasu.

My family will 
visit Rome next 
year.

日本 Nihon Japan
私は今まで日
本に行ったこと
がありません。

Watashi wa ima 
made Nihon 
ni itta koto ga 
arimasen.

I've never been 
to Japan before.

東京 Tōkyō Tokyo
東京はすばら
しいです。

Tōkyō wa 
subarashii desu. Tokyo is great.

メキシコ Mekishiko Mexico
アメリカの南は
メキシコという
国です。

Amerika no 
minami wa 
Mekishiko to iu 
kuni desu.

To the south of 
the United States 
is the country of 
Mexico.

カンクン Kankun Cancun
カンクンにはた
くさんのビーチ
があります。

Kankun ni wa 
takusan no bīchi 
ga arimasu.

Cancun has 
many beaches.

ロシア Roshia Russia
ロシアは世界
で一番大きい
国です。

Roshia wa sekai 
de ichi-ban ōkii 
kuni desu.

Russia is the 
world's largest 
country.

モスクワ Mosukuwa Moscow
モスクワはとて
も寒いです。

Mosukuwa wa 
totemo samui 
desu.

It's very cold in 
Moscow.

スウェーデン Suwēden Sweden

あなたは
スウェーデンに
行ったことが
ありますか。

Anata wa 
Suwēden ni itta 
koto ga arimasu 
ka.

Have you been to 
Sweden?

ストックホルム Sutokkuhorumu Stockholm
私の家族はス
トックホルムに
住んでいます。

Watashi no 
kazoku wa 
Sutokkuhorumu 
ni sunde imasu.

My family lives in 
Stockholm.

アメリカ Amerika United States
私は来年アメ
リカに行きま
す。

Watashi wa 
rainen Amerika ni 
ikimasu.

I am going to the 
United States 
next year.

ニューヨーク Nyū yōku New York

私はニューヨ
ークに小さい
アパートがあり
ます。

Watashi wa Nyū 
yōku ni chiisai 
apāto ga arimasu.

I have a small 
apartment in New 
York.
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Basic Questions and Answers

Japanese English

名前は何ですか。 Namae wa nan desu ka. What's your name?

ミキです。 Miki desu. My name is Miki.

ピーターです。 Pītā desu. My name is Peter.

ケンです。 Ken desu. My name is Ken.

アリスです。 Arisu desu. My name is Alice.

出身はどこですか。 Shusshin wa doko desu ka. Where are you from?

日本出身です。 Nihon shusshin desu. I'm from Japan.

アメリカ出身です。 Amerika shusshin desu. I'm from the United States.

日本出身です。 Nihon shusshin desu. I'm from Japan.

フランス出身です。 Furansu shusshin desu. I'm from France.

何歳ですか。 Nan-sai desu ka. How old are you?

私は27歳です。 Watashi wa ni-jū nana-sai desu. I'm twenty-seven years old.

私は52歳です。 Watashi wa go-jū ni-sai desu. I'm fifty-two years old.

私は15歳です。 Watashi wa jū go-sai desu. I'm fifteen years old.

私は30歳です。 Watashi wa san-jussai desu. I'm thirty years old.

どこに住んでいますか。 Doko ni sunde imasu ka. Where do you live?

私は東京に住んでいます。 Watashi wa Tōkyō ni sunde imasu. I live in Tokyo.

私はニューヨークに住んでいま
す。

Watashi wa Nyū yōku ni sunde 
imasu. I live in New York.

私は京都に住んでいます。 Watashi wa Kyōto ni sunde imasu. I live in Kyoto.

私はパリに住んでいます。 Watashi wa Pari ni sunde imasu. I live in Paris.

仕事は何ですか。 Shigoto wa nan desu ka. What do you do?

私はエンジニアです。 Watashi wa enjinia desu. I'm an engineer.

私は弁護士です。 Watashi wa bengoshi desu. I'm a lawyer.

私は学生です。 Watashi wa gakusei desu. I'm a student.

私は美容師です。 Watashi wa biyōshi desu. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Japanese English

こんにちは。 Kon'nichiwa. Hello.

はじめまして。 Hajimemashite. Nice to meet you.

ミキです。 Miki desu. My name is Miki.

日本出身です。 Nihon shusshin desu. I'm from Japan.

私は東京に住んでいます。 Watashi wa Tōkyō ni sunde imasu. I live in Tokyo.

私は27歳です。 Watashi wa ni-jū nana-sai desu. I'm twenty-seven years old.

私はエンジニアです。 Watashi wa enjinia desu. I'm an engineer.

私は独身です。 Watashi wa dokushin desu. I am single.

私は犬を一匹飼っています。 Watashi wa inu o ippiki katte imasu. I have a dog.

私は兄弟が二人います。 Watashi wa kyōdai ga futari imasu. I have two brothers.

こんにちは。 Kon'nichiwa. Good afternoon.

はじめまして。 Hajimemashite. Nice to meet you.

ピーターです。 Pītā desu. My name is Peter.

アメリカ出身です。 Amerika shusshin desu. I'm from the United States.

私はニューヨークに
住んでいます。

Watashi wa Nyū yōku ni sunde 
imasu. I live in New York.

私は52歳です。 Watashi wa go-jū ni-sai desu. I'm fifty-two years old.

私は弁護士です。 Watashi wa bengoshi desu. I'm a lawyer.

私は結婚しています。 Watashi wa kekkon shite imasu. I am married.

私は猫を一匹と、犬を
二匹飼っています。

Watashi wa neko o ippiki to, inu o 
ni-hiki katte imasu. I have a cat and two dogs.

私は兄が一人と、妹が
一人います。

Watashi wa ani ga hitori to, imōto ga 
hitori imasu.

I have an older brother and a 
younger sister.

ケンです。 Ken desu. My name is Ken.

日本出身です。 Nihon shusshin desu. I'm from Japan.

私は京都に住んでいます。 Watashi wa Kyōto ni sunde imasu. I live in Kyoto.
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私は学生です。 Watashi wa gakusei desu. I'm a student.

私は妹が二人います。 Watashi wa imōto ga futari imasu. I have two younger sisters.

アリスです。 Arisu desu. My name is Alice.

フランス出身です。 Furansu shusshin desu. I'm from France.

私は30歳です。 Watashi wa san-jussai desu. I'm thirty years old.

私は夫と、息子が二人います。 Watashi wa otto to, musuko ga futari 
imasu. I have a husband and two sons.


