
Quick Japanese 3 numbers

Numbers かず  数 KAH-zzoo,  すうじ 数字 soo-ooh-JEE,   ばんごう 番号 bahn-GOH-oh　

# pronunciation hiragana kanji Regular Counting System 
w/o Counter

hiragana kanji

0 ZEH-doh, 
LEH-eh

ゼロ
れい

零

1 eetch-EE, 
(EE-tch)

いち 一 h(ee)-TOH-tzoo ひとつ 一つ

2 NEE に 二 h(oo)tah-TZOO ふたつ 二つ

3 SAHN さん 三 meet-TZOO みっつ 三つ

4 SHEE,
YOHN

し
よん

四 yoht-TZOO よっつ 四つ

5 GOH ご 五 ee-TZOO-tzoo いつつ 五つ

6 loh-KOO ろく 六 moot-TZOO むっつ 六つ

7 Sh-CHEE, 
na-NAH

しち
なな

七 nah-NAH-tzoo ななつ 七つ

8 ha-CHEE はち 八 yaht-TZOO やっつ 八つ

9 Q (letter) きゅう 九 kohkoh-NOH-tzoo ここのつ 九つ

10 joo じゅう 十 TOH-oh とお 十

counter for small round object 
can be used sometimes  -koh

… (っ) こ 個

10 JOOK-koh じゅっこ 十個

11 joo-eetch-EE じゅういち 十一 joo-eetch-EET-koh じゅういっこ 十一個

12 joo-NEE じゅうに 十二 joo-NEE-koh じゅうにこ 十二個

14 joo-SHEE,
joo-YOHN

じゅうし
じゅうよん

十四 joo-YOHN-koh じゅうよんこ 十四個

16 joo-loh-KOO じゅうろく 十六 joo-dOHK-koh じゅうろっこ 十六個

17 joo-sh-CHEE, 
joo-na-NAH

じゅうしち
じゅうなな

十七 joo-na-NAH-koh じゅうななこ 十七個
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18 joo-ha-CHEE じゅうはち 十八 joo-HAHK-koh じゅうはっこ 十八個

19 joo-KEW, 
joo-KOO

じゅうきゅう
じゅうく

十九 joo-KEW-koh じゅうきゅうこ 十九個

20 nee-JOO-oo にじゅう 二十 nee-JOOK-koh にじゅっこ 二十個

How many? NAHN-koh / EEK-tzoo なんこ / いくつ 何個

< LEH-eh Examples れい　例 >

①　Please give me this. 　これ（を）　　ください。
kohdeh-OH   kooDah-SYE. < O / please give me >

②　Please give me one of these. これを　　ひとつ　　ください。
kohdeh-OH    h(ee)-TOH-tzoo   kooDah-SYE. < O / counter / please give me >

これを一つ下さい。
kooDah-SYE = “please give me”
[Note]  “OH” を　is an Object marker.  It indicates the direct object of actions.

< Object + (OH) + (# w/ counter) + Action Verb >

③　How old are you? 　なん さい　　ですか。
NAHN-sye   Des-KA? 何才　ですか。

④　I'm 32 years old. 　さん じゅう に さい　　です。
SAHN-joo-NEE-sye    Des. ３２才　です。

⑤　Ramen, please. 　ラーメン（を）　　おねがいします。
LAH-ah-mehn-OH   ohneh-ggye-shi-MAS. < O / please >

⑥　Two ramen, please. ラーメン (を)　　ふたつ　　おねがいします。
LAH-ah-mehn-OH   hoo-tah-TZOO   ohneh-ggye-shi-MAS. < O / counter / please >

ラーメン（を）　　二つ　　お願いします。
ohneh-ggye-sh-MAS = “please”

< Object + (OH)+ (# w/ counter) + please >

⑦　A train is arriving on track 2, shortly. まもなく、２ばんせん に 　でんしゃが　まいります。
ma-MOH-nakoo,   nee-bansen-NEE    Densha-gah    myedee-MAS.

まもなく、二番線に　電車が　参ります。

Quick Japanese 3 - 2 of 19



# pronunciation hiragana kanji

100 h(ee)-yah-KOO ひゃく 百
200 nee-h(ee)-YAH-koo にひゃく 二百
300 SAHN-bee-yah-koo さんびゃく 三百
400 YOHN-h(ee)-yah-koo よんひゃく 四百
500 goh-h(ee)-YAH-koo ごひゃく 五百
600 lohp-p(ee)-YAH-koo ろっぴゃく 六百
700 nah-NAH-h(ee)-yah-koo ななひゃく 七百
800 hahp-p(ee)-YAH-koo はっぴゃく 八百
900 KEW-h(ee)-yah-koo きゅうひゃく 九百
1000 SEHN せん 千
2000 nee-SEHN にせん 二千
3000 sahn-ZEHN さんぜん 三千
4000 yohn-SEHN よんせん 四千
5000 goh-SEHN ごせん 五千
6000 lohk-SEHN ろくせん 六千
7000 nah-nah-SEHN ななせん 七千
8000 hahs-SEHN はっせん 八千
9000 kew-SEHN きゅうせん 九千

The sound of MAHN (まん) does not change.

10000 Eetch-ee-MAHN いちまん 一万
100000 joo-MAHN じゅうまん 十万
1000000 h(ee)-yah-koo-MAHN ひゃくまん 百万
10000000 ees-sen-MAHN いっせんまん 一千万
100000000 Eetch-EE-ohkoo いちおく 一億
⑧　Excuse me, how much are these? すいません。これ は　　いくら　　ですか？

sima-SEN,   kohdeh-wa   EE-koo-dah  DesKA? < S / how much is it? >
⑨　It's ¥750 for three. みっつで　　ななひゃく  ご じゅう　　えん(円)です。

meet-TZOO Deh    nah-NAH-h(ee)-yah-koo   goh-JOO   en   Des.< counter + for / price / it is >
３つで７５０円です。

It's ¥320.  It's ¥760.  $26.50 *$ = ドル (Doh-doo) *cent = セント (SEHN-toh)     It's ¥1,600 (for two). 
¥4,540 (for 3).  ¥3,280 each (for one).  * で optional only for ひとつ  ¥16,300.  ¥27,050. It's ¥148,000. 
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h(oo)-KOO-yah Deh     (At a Clothing Store)　  ふくや で　    服屋で   “-yah” shop,  “Deh” at

⑩　  Do you have jackets? ジャケットは　ありますか。
jakeht-toh-WA    ah-dee-MASka?

• YES Yes, we do (have it). はい、あります(よ)。
hye, ah-dee-MAS -(oo)(yoh).

• NO Sorry (excuse us), we don't (have it). すいません。ありません。
sima-SEN,   ah-dee-maSEN.

• NO *casual Sorry, we don't (have it). ごめんなさい。ないんですよ。
gohmen-na-SYE.    NYE  N  -Des(oo)-yoh.

• NO *polite I'm (We're) terribly sorry.  (professional / business)
moh-ohsh-wahkeh-gozye-maSEN もうしわけ ございません。
moh-ohsh-wahkeh-ah-dee-maSEN もうしわけ ありません。

⑪ Please show me that black jacket. その くろい　ジャケットを　みせて ください。
so-noh  koo-dOH-ee   jak-keht-toh  oh  MEE-sehteh  koo-Dah-SYE.

その黒いジャケットを　見せて下さい。

⑫ This (one)?  Here you go. これですか。はい、どうぞ。
koh-deh-DES-ka?   HYE,  DOH-zoh.

⑬ Oh, thank you. あ、どうも　すいません。
Ah, DOH-oh-moh   sima-SEN.

⑭ Do you have a larger one? 　もっと　おおきい の　　ありますか。
MOHT-toh  oh-oh-KEE-noh   ah-dee-MAS-ka? 　もっと大きいの　　ありますか。
ee-ADJ + noh の　= < ADJ one/thing > 

EH-kee-Deh  (at a train station)　　　　　　　えき で　　　　駅で 
⑮ How much is this bento? この　おべんとう は　　いくら　ですか。

kono  oh-bentoh-oh-WA   EEK-oodah   DesKA? このお弁当は　いくら　ですか。

⑯ It's ¥1,300. 　せん さん びゃく　えんです。
SEHN-sahn-bee-yah-KOO   en   Des. 千三百円です。

⑰　　Please give me one of each (of this and that), then.
JAH-ah,   koh-deh  toh  so-deh oh   h(ee)-tohtz-oo  ZOO-tzoo  koo-Dah-SYE.  

 じゃあ、これ と それ を　　ひとつ ずつ　ください。
Counter + ZOO-tzoo ずつ　= < each number of thing(s)  >
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⑱ Certainly.  Then, it would be ¥2,850 total, please.
kahsh-kohma-dee-MASH-ta.  (or,     wahka-dee-MASH-ta.)
sohdeh-DEH-wa, goh-keh-eh  nee-SEHN-hahp-p(ee)-YAH-koo  goh-JOO  en  nee nadee MAS.

かしこまりました。（or,     わかりました。）
それでは、ごうけい　　にせん はっぴゃく ごじゅう　えんになります。

かしこまりました。（分かりました。）
それでは、合計２８５０円になります。

⑲ Sure. あ、はい。
ah,  hye.

Vocabulary

-sye years old (living things) さい 才
-bahn,  -bahnmeh number in a series, position ばん(め) 番(目)
-bahn-seN platform, track ばんせん 番線
ben-TOH-oh bento (lunch or dinner at stations) (お)べんとう　弁当
-yah shop, store や　 屋

en Japanese yen えん 円
goh-keh-eh total ごうけい 合計
ZEHN-boo all, whole, everything ぜんぶ 全部

(sohdeh-)JAH-ah then,  (if that is the case) (それ)じゃあ
  (sohdeh-)DEH-wa  * polite (それ)では
kahsh-kohma-dee-MASH-ta certainly, sir/ma'am / I've understood かしこまりました

-Deh for (after # in regular counting system) で
-noh one {thing(s) AFTER ee-ADJ} の
-ZOO-tzoo each ずつ
toh and (only as noun connector) と
-moh also, too (AFTER a noun) も

ah-dee-MAS have, there is (are) *non-animated objects あります
koo-Dah-SYE please give me ください 下さい
MEE-sehteh  koo-Dah-SYE please show me みせてください

　　見せて下さい

boh-oh-SHEE hat ぼうし 帽子
sKAH-hoo scarf スカーフ
SHAH-tzoo shirt シャツ
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ZOO-bohn pants ズボン
s-KAH-toh skirt スカート
jakeht-toh jacket ジャケット
KOH-oh-toh coat コート
k-TZOO shoes くつ 靴
k-TZOO-shtah socks くつした 靴下
sh-tah-ggee underwear したぎ 下着
teh-BOO-koo-doh gloves てぶくろ 手袋

MOHT-toh  more, further (w/ ADJ) もっと
moh-oh more (w/ counters) もう
[ Adjectives that end w/ ee sound   (ee-ADJ     い ADJ) ]
oh-oh-KEE-ee large おおきい　 大きい
chee-SA-ee small ちいさい　 小さい
nah-GA-ee long ながい 長い
mee-jee-KA-ee short みじかい 短い
tah-KA-ee expensive, high たかい　 高い
yahs-OO-ee inexpensive, cheap やすい 安い
OH-oh-ee many, much おおい 多い
skoo-NA-ee not many, not much すくない 少ない
ahtz-OO-ee hot あつい 熱い
aht-ta-KA-ee warm あったかい 温かい
tz-oomeh-TA-ee cold (for things, not for weather) つめたい 冷たい

[ Colors as NOUN, い (ee)-ADJ. respectively.  Also, < N + noh (の) = ADJ > ]
ee-dOH color いろ 色
SHEE-doh,   shee-dOH-ee white しろ(い) 白(い)
KOO-doh,   koo-dOH-ee black くろ(い) 黒(い)
AH-kah,   ah-kah-ee red あか(い) 赤(い)
AH-oh,   ah-OH-ee blue あお(い) 青(い)
MEE-Dohdee green みどり 緑
kee-ee-doh,   kee-ee-doh-ee yellow きいろ(い) 黄色
cha-ee-doh,   cha-ee-doh-ee brown (* lit. tea color) ちゃいろ(い) 茶色
hye-ee-doh grey (* lit. ash color) はいいろ 灰色
kohn-ee-doh navy blue  (* pronunciation of “n” ) こんいろ 紺色
PEEN-koo,   momo-ee-doh pink ピンク、ももいろ 桃色
meezoo-ee-dOH turquoise みずいろ 水色
oh-dEHN-jee-(ee-doh) orange オレンジ
keen-ee-doh gold (* pronunciation of “n” ) きんいろ 金色
ggeen-ee-doh silver (* pronunciation of “n” ) ぎんいろ 銀色
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Age of people さい 才、歳 Pronunciation      sah-ee

1 いっさい １才、一歳 EES-sah-ee

2 にさい ２才、二歳 NEE-sah-ee

3 さんさい ３才、三歳 SAHN-sah-ee

4 よんさい ４才、四歳 YOHN-sah-ee

5 ごさい ５才、ご歳 GO-sah-ee

6 ろくさい ６才、六歳 L(d)OHK-sah-ee

7 ななさい ７才、七歳 nah-NAH-sah-ee

8 はっさい ８才、八歳 HAHS-sah-ee

9 きゅうさい ９才、九歳 kee-YOO-sah-ee

10 じゅっさい １０才、十歳 JOOS-sah-ee

11 じゅういっさい １１才、十一歳 joo-EES-sah-ee

12 じゅうにさい １２才、十二歳 joo-NEE-sah-ee

13 じゅうさんさい １３才、十三歳 joo-SAHN-sah-ee

18 じゅうはっさい １８才、十八歳 joo-HAHS-sah-ee

19 じゅうきゅうさい １９才、十九歳 joo-kee-YOO-sah-ee

20 はたち ２０才、二十歳 HAH-tah-chee

21 にじゅういっさい ２１才、二十一歳 NEE-joo-EES-sah-ee

22 にじゅうにさい ２２才、二十二歳 NEE-joo-NEE-sah-ee

28 にじゅうはっさい ２８才、二十八歳 NEE-joo-HAHS-sah-ee

30 さんじゅっさい ３０才、三十歳 sahn-JOOS-sah-ee

How old なんさい／いくつ 何才、何歳　／　幾つ NAHN-sah-ee   /  EEK-tzoo

vehicle, appliance だい 台 Pronunciation   dah-ee

1 いちだい 一台 ee-CHEE-dah-ee

2 にだい 二台 NEE-dah-ee

3 さんだい 三台 SAHN-dah-ee

How many なんだい 何台 NAH-dah-ee
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People (addressing yourself/others) People (being addressed as customers)

1 h(ee)-TOH-dee ひとり 一人 ee-CHEE-meh-eh-sama
oh-h(ee)-toh-dee-sama

いちめいさま
おひとりさま

一名様
お一人様

2 h(oo)-tah-dEE ふたり 二人 NEE-meh-eh-sama
oh-h(oo)-tah-dee-sama

にめいさま
おふたりさま

二名様
お二人様

3 sahn-NEEN さんにん 三人 SAHN-meh-eh-sama さんめいさま 三名様

4 yoh-NEEN よにん 四人 YOHN-meh-eh-sama よんめいさま 四名様

5 goh-NEEN ごにん 五人 GOH-meh-eh-sama ごめいさま 五名様

6 loh-KOO-neen ろくにん 六人 l(d)oh-KOO-meh-eh-sama ろくめいさま 六名様

7 na-NAH-neen
sh-CHEE-neen

ななにん
しちにん

七人 na-NAH-meh-eh-sama ななめいさま 七名様

8 ha-CHEE-neen はちにん 八人 hah-CHEE-meh-eh-sama はちめいさま 八名様

9 KEW-neen きゅうにん 九人 KEW-meh-eh-sama きゅうめいさま 九名様

10 JOO-neen じゅうにん 十人 JOO-OO-meh-eh-sama じゅうめいさま 十名様

? NAHN-neen なんにん 何人 NAHN-meh-eh-sama なんめいさま 何名様

Small animals ひき 匹 Pronunciation      h(ee)-kee

1 いっぴき 一匹 eep-PEE-kee

2 にひき 二匹 NEE-h(ee)-kee

3 さんびき 三匹 SAHN-bee-kee

4 よんひき 四匹 YOHN-h(ee)-kee

5 ごひき 五匹 GOH-h(ee)-kee

6 ろっぴき 六匹 L(d)OHP-pee-kee

7 ななひき 七匹 nah-NAH-h(ee)-kee

8 はっぴき 八匹 HAHP-pee-kee

9 きゅうひき 九匹 kee-YOO-h(ee)-kee

10 じゅっぴき 十匹 JOOP-p(ee)-kee

How many なんびき 何匹 NAHN-bee-kee
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Counter for Cupfuls/Glassfuls/Bowlfuls    　 -hye    　　　　 -はい      杯
1 EEP-pye いっぱい 一杯
2 NEE-hye にはい 二杯
3 SAHN-bye さんばい 三杯
4 YOHN-hye よんはい 四杯

How many NAHN-bye , (or  NAHN-hye) なんばい、（なんはい） 何杯

Counter for Long Skinny Things  (bottle, pen, tree)     -hohn   -ほん　　　本
1 EEP-pohn いっぽん 一本
2 NEE-hohn にほん 二本
3 SAHN-bohn さんぼん 三本
4 YOHN-hohn よんほん 四本
8 HAHP-pohn はっぽん 八本
10 JOOP-pohn じゅっぽん 十本

How many NAHN-bohn なんぼん 何本
books さつ 冊 Pronunciation       satz-oo

1 いっさつ 一冊 ees-SAHTZ-oo

2 にさつ 二冊 NEE-sahtz-oo

3 さんさつ 三冊 SAHN-sahtz-oo

How many なんさつ 何冊 NAHN-sahtz-oo

sheet, page まい 枚 Pronunciation   mah-ee

1 いちまい 一枚 ee-CHEE-mah-ee

2 にまい 二枚 NEE-mah-ee

3 さんまい 三枚 SAHN-mah-ee

How many なんまい 何枚 NAHN-mah-ee

song きょく 曲 Pronunciation   kee-yoh-KOO

1 いっきょく 一曲 eek-kee-YOH-koo

2 にきょく 二曲 NEE-kee-yoh-koo

3 さんきょく 三曲 SAHN-kee-yoh-koo

How many なんきょく 何曲 NAH-kee-yoh-koo
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Month 月 がつ Pronunciation   gah-tzoo

January 一月 いちがつ ee-chee-gah-tzoo

February 二月 にがつ NEE-gah-tzoo

March 三月 さんがつ SAHN-gah-tzoo

April 四月 しがつ SHEE-gah-tzoo

May 五月 ごがつ GOH-gah-tzoo

June 六月 ろくがつ l(d)oh-koo-gah-tzoo

July 七月 しちがつ sh-chee-gah-tzoo

August 八月 はちがつ hah-chee-gah-tzoo

September 九月 くがつ KOO-gah-tzoo

October 十月 じゅうがつ joo-oo-gah-tzoo

what 何月 なんがつ NAHN-gah-tzoo

Day of the month 日 か、にち Pronunciation  

1 ついたち 一日 tzoo-ee-tah-chee

2 ふつか 二日 hootz-kah

3 みっか 三日 meek-KAH

4 よっか 四日 yohk-KAH

5 いつか 五日 eetz-KAH

6 むいか 六日 moo-ee-kah

7 なのか 七日 nah-noh-kah

8 ようか 八日 yoh-oh-kah

9 ここのか 九日 koh-koh-noh-kah

10 とおか 十日 toh-oh-kah

11 じゅういちにち 十一日 joo-oo-ee-chee-nee-chee

14 じゅうよっか 十四日 joo-oo-yohk-kah

19 じゅうくにち 十九日 joo-oo-KOO-nee-chee

20 はつか 二十日 hahtz-KAH

24 にじゅうよっか 二十四日 NEE-joo-oo-yohk-KAH

29 にじゅうくにち 二十九日 NEE-joo-oo-KOO-nee-chee
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30 さんじゅうにち 三十日 sahn-JOO-OO-nee-chee

31 さんじゅういちにち 三十一日 SAHN-joo-oo-ee-chee-nee-chee

What day of the month なんにち 何日 NAHN-nee-chee

O'clock じ 時 Pronunciation    jee

1 いちじ 一時 ee-CHEE-jee

2 にじ 二時 NEE-jee

3 さんじ 三時 SAHN-jee

4 よじ 四時 YOH-jee

5 ごじ 五時 GOH-jee

6 ろくじ 六時 l(d)oh-KOO-jee

7 しちじ 七時 sh-CHEE-jee

8 はちじ 八時 hah-CHEE-jee

9 くじ 九時 KOO-jee

10 じゅうじ 十時 JOO-OO-jee

11 じゅういちじ 十一時 joo-ee-CHEE-jee

12 じゅうにじ 十二時 joo-oo-NEE-jee

What time (hour) なんじ 何時 NAHN-jee

Minute ふん、ぷん 分, (kanji) Pronunciation  hoon, poon

1 いっぷん １分、一分 EEP-poon

2 にふん ２分、二分 NEE-hoon

3 さんぷん ３分、三分 SAHN-poon

4 よんぷん ４分、四分 YOHN-poon

5 ごふん ５分、五分 GOH-hoon

6 ろっぷん ６分、六分 L(d)OHP-poon

7 ななふん ７分、七分 nah-NAH-hoon

8 はっぷん ８分、八分 HAHP-poon

9 きゅうふん ９分、九分 kee-YOO-OO-hoon

10 じゅっぷん １０分、十分 JOOP-poon
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11 じゅういっぷん １１分、十一分 joo-oo-EEP-poon

12 じゅうにふん １２分、十二分 joo-oo-NEE-hoon

13 じゅうさんぷん １３分、十三分 joo-oo-SAHN-poon

14 じゅうよんぷん １４分、十四分 joo-oo-YOHN-poon

30 はん or さんじゅっぷん 半、３０分、三十分 HAH-n

31 さんじゅういっぷん ３１分、三十一分 SAHN-joo-oo-EEP-poon

What minute なんぷん 何分 NAHN-poon

Year ねん 年 Pronunciation  nehn

1 いちねん 一年 ee-CHEE-nehn

2 にねん 二年 NEE-nehn

3 さんねん 三年 sah-n-nehn

What/How many years なんねん 何年 NAHN-nehn

Number of months かげつ ヶ月 Pronunciation    KAH-ggeh-tzoo

1 いっかげつ 一ヶ月 eek-KAH-ggeh-tzoo

2 にかげつ 二ヶ月 nee-KAH-ggeh-tzoo

3 さんかげつ 三ヶ月 sahn-KAH-ggeh-tzoo

4 よんかげつ 四ヶ月 yohn-KAH-ggeh-tzoo

5 ごかげつ 五ヶ月 goh-KAH-ggeh-tzoo

6 ろっかげつ 六ヶ月 l(d)ohk-KAH-ggeh-tzoo

7 ななかげつ 七ヶ月 nah-nah-KAH-ggeh-tzoo

8 はっかげつ 八ヶ月 hahk-KAH-ggeh-tzoo

9 きゅうかげつ 九ヶ月 kee-yoo-KAH-ggeh-tzoo

10 じゅっかげつ 十ヶ月 jook-KAH-ggeh-tzoo

11 じゅういっかげつ 十一ヶ月 joo-eek-KAH-ggeh-tzoo

How many months なんかげつ 何ヶ月 nahn-KAH-ggeh-tzoo
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Number of days （かん） （間） Pronunciation  (kahn)

1 いちにち 一日 tzoo-ee-tah-chee

2 ふつか（かん） 二日（間） hootz-KAH (kahn)

3 みっか（かん） 三日（間） meek-KAH (kahn)

4 よっか（かん） 四日（間） yohk-KAH (kahn)

5 いつか（かん） 五日（間） eetz-KAH (kahn)

6 むいか（かん） 六日（間） moo-ee-kah (kahn)

7 なのか（かん） 七日（間） nah-noh-kah (kahn)

8 ようか（かん） 八日（間） yoh-oh-kah (kahn)

9 ここのか（かん） 九日（間） koh-koh-noh-kah (kahn)

10 とおか（かん） 十日（間） toh-oh-kah (kahn)

11 じゅういちにち（かん） 十一日（間） joo-oo-ee-chee-nee-chee (kahn)

14 じゅうよっか（かん） 十四日（間） joo-oo-yohk-kah (kahn)

19 じゅうくにち（かん） 十九日（間） joo-oo-KOO-nee-chee (kahn)

20 はつか（かん） 二十日（間） hahtz-KAH (kahn)

24 にじゅうよっか（かん） 二十四日（間） NEE-joo-oo-yohk-KAH (kahn)

How many days なんにち（かん） 何日（間） nahn-NEECH (kahn)

Number of weeks しゅうかん 週間 Pronunciation SHOO-OO-kahn

1 いっしゅうかん 一週間 ees-SHOO-OO-kahn

2 にしゅうかん 二週間 nee-SHOO-OO-kahn

3 さんしゅうかん 三週間 sahn-SHOO-OO-kahn

4 よんしゅうかん 四週間 yohn-SHOO-OO-kahn

5 ごしゅうかん 五週間 goh-SHOO-OO-kahn

6 ろくしゅうかん 六週間 l(d)ohk-SHOO-OO-kahn

7 ななしゅうかん 七週間 nah-nah-SHOO-OO-kahn

8 はっしゅうかん 八週間 hahs-SHOO-OO-kahn

9 きゅうしゅうかん 九週間 kee-yoo-oo-SHOO-OO-kahn

10 じゅっしゅうかん 十週間 joos-SHOO-OO-kahn

How many weeks なんしゅうかん 何週間 nahn-SHOO-OO-kahn
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Family かぞく 家族 KAH-zoh-koo

grandfather そふ
おじいさん

祖父
おじいさん

SOH-hoo
oh-JEE-ee-sahn

grandmother そぼ
おばあさん

祖母
おばあさん

SOH-boh
oh-BAH-ah-sahn

father ちち
おとうさん

父
お父さん

ch-CHEE
oh-TOH-oh-sahn

mother はは
おかあさん

母
お母さん

HAH-hah
oh-KAH-AH-sahn

siblings (brothers) きょうだい
ごきょうだい

兄弟
ご兄弟

kee-YOH-OH-dah-ee
goh-kee-YOH-OH-dah-ee

siblings (sisters) しまい
ごしまい

姉妹
ご姉妹

SHEE-mah-ee
goh-SHEE-mah-ee

elder brother あに
おにいさん

兄
お兄さん

AH-nee
oh-NEE-EE-sahn

younger brother おとうと
おとうとさん

弟
弟さん

oh-toh-oh-toh
oh-toh-oh-toh-sahn

elder sister あね
おねえさん

姉
お姉さん

ah-NEH
oh-NEH-EH-sahn

younger sister いもうと
いもうとさん

妹
妹さん

ee-moh-oh-toh
ee-moh-oh-toh-sahn

parent おや
おやごさん

親
親御さん

oh-YAH
oh-yah-goh-sahn

parents りょうしん
ごりょうしん

両親
ご両親

di-YOH-OH-sheen
goh-di-YOH-OH-sheen

child 子
こども
おこさん

子
子供
お子さん

koh
koh-Doh-moh
oh-koh-sahn

husband おっと
だんなさん
ごしゅじん

夫
旦那さん
ご主人

oht-TOH
goh-SHOO-jeen
Dah-n-nah-sahn

wife つま
おくさん
おくさま

妻
奥さん
奥様

TZOO-mah
OHK-sahmah
OHK-sahn
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son むすこ
むすこさん

息子
息子さん

moos-koh
moos-koh-sahn

daughter むすめ
むすめさん

娘
娘さん

moo-soo-meh
moo-soo-meh-sahn

grandchild まご
おまごさん

孫
お孫さん

mah-GOH
oh-mah-goh-sahn

relative しんせき
ごしんせき

親戚
ご親戚

shee-n-seh=kee
goh-sheen-seh-kee

uncle
middle aged man

おじ
おじさん

叔父
伯父さん

oh-JEE
oh-jee-sah-n

aunt
middle aged woman

おば
おばさん

叔母
伯母さん

oh-BAH
oh-bah-sah-n

cousin いとこ 従兄弟、従姉妹 EE-toh-koh

nephew おい
おいごさん

甥
甥御さん

oh-EE
oh-ee-goh-sahn

neice めい
めいごさん

姪
姪御さん

meh-EE
meh-ee-goh-sahn

times かい 回 Pronunciation   kah-ee

1 いっかい １回、一枚 eek-KAH-ee

2 にかい ２回、二枚 nee--KAH-ee

3 さんかい ３回、三枚 SAHN-kah-ee

4 よんかい ４回、四枚 YOHN-kah-ee

How many times? なんかい 何回 NAHN-kah-ee

1. I have..., There is...

（わたしは） + people, animal が + counter + 　いる　　ee-dOO　(plain)

wa-tah-shee-WA (animate obj.) gah 　います　ee-mas　(polite)

（わたしは） + thing が + counter + 　ある　　AH-doo　(plain)

wa-tah-shee-WA (inanimate obj.) gah 　あります ah-dee-mas (polite)
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① 赤い車が三台 あります 。
　あかい　くるま　が　   さん だい　   あります 。
　   red     /     cars / S.mrkr  /    3 (vehicle)  /  there are
• There are 3 red *cars. *car = くるま

② ご兄弟は何人 いますか 。
　ごきょうだいは　なんにん　　　  いますか 。
       　siblings        /  how many (pple)  / do you have?
• How many siblings do you have ?

③ 私は兄と姉が一人ずつ います 。
　わたしは　あに　   と　あね　が　ひとり　ずつ　います 。
　      I        / older bro./ & / older sis.   /  1 person /  each  /   I have
• I have an older brother and an older sister.

④ ４時半に日本語のレッスンが あります 。
　よ　じ　はん　に　にほんご　の　レッスンが　あります　。
    4  o'clock half  /  at  /   Japanese  /  of  /     lesson       /  I have / there is
• I have a Japanese lesson at 4:30.  (Or, there is a Japanese lesson at 4:30.)

　[ Grammar 1 ]   4:30 is ４時半（よじはん  yoh-jee-HAH-n )  = 4 o'clock half
　[ Grammar 2 ]  に (nee) is used after a time with digit(s) as “at”.

⑤ 私はオクラホマに親戚が います 。
　わたしは　オクラホマ　に　しんせき　が　います　。
           I         /   Oklahoma   /  in  /   relatives          /  I have
• I have relatives in OK.

　[ Grammar ]  に (nee) is used after a place as “in”, “at”, etc. with   います   or   あります  .
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lehn-shoo-oo      　　Practice                     れんしゅう　　　練習
• LEH-eh Examples れい　例 

1. A beer, please.
A)  BEE-doo (oh)   EEP-pohn   oh-neh-ggye-shMAS. < O / counter / please >

ビール（を）　　いっぽん　　おねがいします。
B)  BEE-doo (oh)   h(ee)-TOH-tzoo   oh-neh-ggye-shMAS.

ビール（を）　　ひとつ　　おねがいします。

もう　moh-oh　more + Counter

2. One more beer, please. < O / more / counter / please >
A)  BEE-doo (oh)    moh-oh   EEP-pohn   oh-neh-ggye-shMAS.

ビール（を）　　もう　いっぽん　　おねがいします。
B)  BEE-doo (oh)    moh-oh   h(ee)-TOHTZ-oo   oh-neh-ggye-shMAS.

ビール（を）　　もう　ひとつ　　おねがいします。

もっと　MOHT-toh    more + Adjective

3. A larger one, please. < more / ADJ / one / please >
MOHT-toh   oh-oh-KEE-ee  noh (oh)  oh-neh-ggye-shMAS.

　もっと　おおきい の（を）　おねがいします。
　もっと大きいの（を）　おねがいします。

4. A larger beer, please. < more / ADJ / O / please >
MOHT-toh   oh-oh-KEE-ee  BEE-doo (oh)  oh-neh-ggye-shMAS.

　もっと　おおきい　ビール（を）　おねがいします。
　もっと大きいビール（を）　おねがいします。

[ NOTE ]  After an adjective use either の(noh) or a proper noun {like ビール (beer)}.  NOT BOTH!

Practice

1. Do you have pets?
ペット（　　）（　　　　　　）。

2. How many pets do you have?
ペットは（　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）。

3. There is a *book. *book = ほん　HOH-n
ほん（　　）（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）。

4. There are 2 black cars and 1 white car and 3 red cars in the *parking lot. *choo-oo-shah-joh-oh
ちゅうしゃじょう（）（　）くるま（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。

5. What time do you have a Japanese lesson?
なんじ（　　）にほんご（　）レッスン（　）（　　　　　　　　）。
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6. I have a Japanese lesson at 6:30.
（　　　　　　　）（　）（　　　　）の（　　　　）（　）（　　　　　　　）。

7. Today is July 20th.
きょうは　２０１３（　）７（　　　　　　）（　　　　　）です。

8. My birthday is _____________________________.
（　　　　）たんじょうびは（　　　　　　　　　　　　　　）です。

9. I am (            ) years old.  
（　　　　　　　　　　　　）（　）（　　　）です。

10. Right now it's ( current hour and minute ).
いま、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）です。

11. We have 2 more bottles of beer.
ビール（　　）　もう　２（　　　　　）（　　　　　　　　　　）。

§  れんしゅう　練習　 lehn-shoo-oo Practice
1. Two cups of coffee, please.  A cup of tea, too, please. * 2ways (cups / general)
2. One more (cup), please.
3. Please give me one more (cup).

4. Excuse me, please show me that.
5. Excuse me, please show me that hat.
6. Excuse me, please show me that grey hat.
7. Do you have a larger one?   (*var.  Do you have a smaller/longer/shorter/cheaper/better one?)
8. Do you have a brown one?    (*var.  Do you have a large/larger grey one?)
9. Do you have 1 more? (*var. Do you have 1 more of this? / Do you have 1 more of this red one?)
10. Well then, please give me this.   (*var.  Well then, please give me 1, 2, 3 of this and that.)
11. Well then, please give me this brown one.   (*var.  Please give me 2 of this brown one.)
12. Well then, please give me this brown one and that, too.
13. Well then, please give me this brown one and that jacket, too.
14. It would be ¥7,800.  (*var.  It'd be ¥8,370 for two, please.)
15. It would be ¥7,800 total. (*var. It'd be ¥11,400 for everything total, please.)*ZEHN-boo ぜんぶ
16. How much is it altogether?  *altogether (for everything) = ZEHN-boo deh ぜんぶで

17. What time is your work?
18. How old are you?
19. I am (                    ) years old.
20. My dad/mom/dog/whoever is (          ) years old.
21. We have a *party *tonight! *party = パーティー   PAH-AH-tee　*tonight = こんや
22. There are 2 *trees in the *patio. *tree = き  (kee)    *patio = パティオ  (PAH-tee-oh)
23. There are 2 *girls in the patio. *girls = おんなのこ  (ohn-NAH-noh-koh)
24. There are 2 grey *dogs in the patio. *dogs = いぬ　(ee-NOO)
25. There is a *goat, too. *goat = やぎ　(YAH-ggee)
26. This patio is a *strange patio. *strange = へんな　(HEH-n-nah)

Quick Japanese 3 - 18 of 19



27. Today is ( year ) ( month ) ( day ).
28. Tomorrow is ( year ) ( month ) ( day ).
29. Yesterday was ( year ) ( month ) ( day ).

30. There is a big *squid in the *ocean. *squid = イカ　(ee-KAH) *ocean = うみ　(OO-mee)
31. *But, there are bigger squid, too. *But, = でも、　(DEH-moh)
32. 2 squid and 3 *yellow tail, please.  Oh, 1 *mackerel, too, please. 

*yellow tail = はまち　(hah-mah-chee)　*mackerel = さば　(sah-BAH)

33. How many *notebooks do you have here? *notebook = ノート
34. I have one (notebook).
35. How many times do you have Japanese lessons *this week?

*this week = こんしゅう　（今週） koh-n-shoo
36. This week I have them four times.
37. How many times did you go to the *gym this week?

*gym = ジム
38. I went five times.
39. How many times do you write each  hiragana?
40. I write them 10 times each.
41. How many times did you do these practices?
42. I did them 42 times.
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