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日本語 英語 練習

1. Greetings

おはよう　ございます Good morning

今日は Good afternoon / Hello

今晩は Good evening

おやすみなさい Good night

さようなら Good bye

どうも　ありがとう　ござ

います
Thank you very much

どう　いたしまして You are most welcome

すみません I'm sorry / Excuse me 

(to get attention)

よろしく　おねがいします Nice to meet you

こちらこそ　よろしく　お

ねがいします
Nice to meet you, too

しつれいします Please excuse me (when 

entering/leaving)

おめでとう　ございます Congratulations!

すみません、ちょっと。。 Sorry, I'm afraid not

また　あした See you tomorrow

2. Phrases

はい、そうです Yes, that's right

いいえ、ちがいます No, it's wrong; it isn't

ああ、そうですか Oh, I see

はい、どうぞ Here you are

ええと Let me see...

これを　ください I'll take this/Give me 

this
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2. Phrases

ええと Let me see...

これを　ください I'll take this/Give me 

this

たいへんですね That's hard (work)

いいですね That's good

それから After that; then

3. General

わたし I

あなた You

なまえ Name

～さん Mr., Mrs., Miss, Mdm.

はい Yes

いいえ No

だれ（どなた） Who? (informal & 

formal)

なん／なに What (x2)

なにも Nothing

ぜんぶで Altogether

1. 全部で　５００円です。

いくら How much?

ちょっと A little

じゃ Well then...

いっしょに Together

どこへも Nowhere

では（じゃ）　ありません Not, negative form

4. Referencing

これ／この This (x2)

それ／その That (x2)
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4. Referencing

これ／この This (x2)

それ／その That (x2)

あれ／あの That (over there) (x2)

ここ／こちら Here (x2)

そこ／そちら There (x2)

あそこ／あちら Over There (x2)

どこ／どちら Where (x2)

5. School

せんこう Major/Speciality

きかいこうがく Mechanical Engineering

コミュニケーションがく Communication Studies

ナンヤンりこうだいがく Nanyang Technological 

University

6. Countries

にほん Japan

シンガポール Singapore

マレーシア Malaysia

インドネシア Indonesia

ちゅうごく China

インド India

タイ Thailand

イギリス England

アメリカ America

～じん ~ person (nationality)

7. Occupations

せんせい Teacher

がくせい Student

かいしゃいん Company Employee
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7. Occupations

がくせい Student

かいしゃいん Company Employee

でんいん Shop Assistant

8. Objects

ほん Book

きょうかしょ Textbook

ざっし Magazine

しんぶん Newspaper

じしょ Dictionary

かみ Paper

えんぴつ Pencil

かぎ Keys

とけい Clock

かばん Bag

くるま Car

つくえ Desk

いす Chair

かさ Umbrella

ノート Notebook

ペン Pen

ボールペン Ball-point pen

シャープペンシル Mechanical pencil

テレビ Television

ラジオ Radio

カメラ Camera

はな Flower

でんわ Telephone
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8. Objects

はな Flower

でんわ Telephone

シャツ Shirt

くつ Shoes

きって Stamps

しゅくだい Homework

しごと Work

じゅぎょう Class

パーティー Party

にほんご Japanese Language

やすみ Rest; break; holiday

ひるやすみ Lunch break

ひま Free (spare time)

9. Actionable Objects

たばこ Cigarettes

しゃしん Photograph

てがみ Letter

Eメール E-mail

おんがく Music

えいが Movie

テニス Tennis

マージャン Mahjong game

10. Food & beverages

コーヒー Coffee

こうちゃ Black tea; English tea

おちゃ (Green) Tea

ぎゅうにゅう Milk
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10. Food & beverages

おちゃ (Green) Tea

ぎゅうにゅう Milk

ジュース Juice

みず Water

ビール Beer

おさけ Liquor; Japanese rice 

wine

ごはん Meal; boiled rice

あさごはん Breakfast

ひるごはん Lunch

ばんごはん Dinner

パン Bread

たまご Egg

にく Meat

とりにく Chicken meat

ぶたにく Pork

ぎゅうにく Beef

マトン Mutton

さかな Fish

やさい Vegetable

くだもの Fruit

シーフード Seafood

おかゆ Porridge

めん Noodles

サンドイッチ Sandwich

ハンバーガー Hamburger

11. Places
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10. Food & beverages

ハンバーガー Hamburger

11. Places

くに Country

1. Use おくには どちらですか 

when referring to others

がっこう School

だいがく University

トイレ（おてあらい） Toilet (x2)

デパート Department Store

しょくどう Canteen

ぎんこう Bank

うけつけ Reception

へや Room

としょかん Library

かいしゃ Company

きょうしつ Classroom

うち House/home

ゆうびんきょく Post Office

えき Station

こうえん Park

ほんや Bookshop

びょういん Hospital

スーパー Supermarket

オーチャード Orchard

ブギス Bugis

ブーン　レイ Boon Lay

セントーサ Sentosa

イースト　コースト East Coast
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11. Places

セントーサ Sentosa

イースト　コースト East Coast

チャンギくうこう Changi Airport

クアラ　ルンプール Kuala Lumpur

ビンタン Bintan

えいがかん Cinema

ホーカー　センター Hawker Centre

12. Transportation

バス Bus

でんしゃ Train

ちかてつ Subway

タクシー Taxi

ひこうき Aeroplane

ふね Ship

フェリー Ferry

ロープウェイ Cable Car

あるいて On foot

1. あるいて　いきます。

a) Not で

13. People

ひと Person

かぞく Family

ともだち Friend

かいしゃのひと Colleague

かれ He; boyfriend

かのじょ She; girlfriend

ひとりで Alone; by oneself

1. ひとりで　いきます。
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13. People

ひとりで Alone; by oneself

1. ひとりで　いきます。

a) Not と

14. Currency

えん Japanese Yen

ドル Dollar

セント Cent

15. Adjectives

おおきい Big

ちいさい Small

16. Action

べんきょうします Study

おきます Wake up

ねます Go to bed

はじまります Begin; start

おわります End

1. 始まります and 終わります 

require the particle に to 

precede itself

2. ～から and ～まで do not 

いきます Go

きます Come

かえります Return; go back

かいます（買います） Buy

すいます（吸います） Smoke; inhale

とります（撮ります） Take (a picture)

かきます（書きます） Write

ききます（聞きます） Listen

のみます（飲みます） Drink
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16. Action

ききます（聞きます） Listen

のみます（飲みます） Drink

よみます（読みます） Read

たべます（食べます） Eat

みます（見ます） See; watch

します Do

しません Do not

しました Did

しませんでした Did not

あいます（会います） Meet

1. 友達に　会います。

17. When... (day)

おととい The day before 

yesterday

きのう Yesterday

きょう Today

あした Tomorrow

あさって The day after tomorrow

いま Now

18. When... (time)

あさ Morning

ひる Daytime/Noon

よる／ばん Night (x2)

けさ This morning

こんばん Tonight

ゆうべ Last night

いつ When

19. Time



11

日本語 英語 練習

18. When... (time)

いつ When

19. Time

いちじ 1 o'clock

にじ 2 o'clock

さんじ 3 o'clock

よじ 4 o'clock

ごじ 5 o'clock

ろくじ 6 o'clock

しちじ 7 o'clock

はちじ 8 o'clock

くじ 9 o'clock

じゅうじ 10 o'clock

じゅういちじ 11 o'clock

じゅうにじ 12 o'clock

じゅっぷん 10 minutes

じゅうごふん 15 minutes

なんじ（何時） What time?

ごぜん A.M.

ごご P.M.

ちょうど Exactly; precisely

1. ちょうど　十時

2. vs ちょっと

半 Half

～ふんまえ／～ぷんまえ Minutes Before

20. Week, Month, Year

おととし The year before the last

きょねん（去年） Last year

ことし（今年） This year
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20. Week, Month, Year

きょねん（去年） Last year

ことし（今年） This year

らいねん（来年） Next year

さらいねん（再来年） The year after the next

せんせんげつ（先々月） The month before the 

last

せんげつ（先月） Last month

こんげつ（今月） This month

らいげつ（来月） Next month

さらいげつ（再来月） The month after the next

せんせんしゅう（先々週） The week before the last

せんしゅう（先週） Last week

こんしゅう（今週） This week

らいしゅう（来週） Next week

さらいしゅう（再来週） The week after the next

21. Months

いちがつ（一月） January

にがつ（二月） February

さんがつ（三月） March

しがつ（四月） April

ごがつ（五月） May

ろくがつ（六月） June

しちがつ（七月） July

はちがつ（八月） August

くがつ（九月） September

じゅうがつ（十月） October

じゅういちがつ（十一月） November
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21. Months

じゅうがつ（十月） October

じゅういちがつ（十一月） November

じゅうにがつ（十二月） December

22. Days of the week

げつようび（月曜日） Monday

かようび（火曜日） Tuesday

すいようび（水曜日） Wednesday

もくようび（木曜日） Thursday

きんようび（金曜日） Friday

どようび（土曜日） Saturday

にちようび（日曜日） Sunday

なんようび（何曜日） Which day of the week?

たんじょうび（誕生日） Birthday

23. Days of the month

ついたち（一日） 1st

ふつか（二日） 2nd

みっか（三日） 3rd

よっか（四日） 4th

いつか（五日） 5th

むいか（六日） 6th

なのか（七日） 7th

ようか（八日） 8th

ここのか（九日） 9th

とおか（十日） 10th

じゅういちにち（十一日） 11th

じゅうよっか（十四日） 14th

じゅうしちにち（十七日） 17th
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23. Days of the month

じゅうよっか（十四日） 14th

じゅうしちにち（十七日） 17th

じゅうくにち（十九日） 19th

はつか（二十日） 20th

にじゅうよっか（二十四

日）
24th

にじゅうしちにち（二十七

日）
27th

にじゅうくにち（二十九

日）
29th

なんにち（何日） Which day of the 

month?

24. Every...

まいにち（毎日） Everyday

まいあさ（毎朝） Every morning

まいばん（毎晩） Every evening

まいしゅう（毎週） Every week

まいつき（毎月） Every month

まいとし（毎年） Every year

25. Kanji

一
1. いちがつ 一月

二
1. にがつ 二月

2. ふつか 二日

三
1. さんがつ 三月
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25. Kanji

三
1. さんがつ 三月

2. みっか 三日

四
1. よん 四

2. よじ 四時

3. よっか 四日

4. しがつ 四月

五
1. ごがつ 五月

2. いつか 五日

六 v 六 (Chinese)

1. ろくがつ 六月

2. ろっぴゃく 六百

3. むいか 六日

七
1. なな 七

2. なのか 七日

3. しちがつ 七月

八 v ハ (Katakana)

1. はちがつ 八月

2. はっぴゃく 八百

3. ようか 八日

九
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25. Kanji

八 v ハ (Katakana)

3. ようか 八日

九
1. きゅう 九

2. くがつ 九月

3. ここのか 九日

十
1. じゅうがつ 十月

2. じゅっぷん 十分

3. とおか 十日

百
1. ひゃく 百

2. さんびゃく 三百

3. ろっぴゃく 六百

千
1. せん 千

2. さんぜん 三千

万 (To have left stroke 

shorter than right)

1. まん 万

月
1. げつようび 月曜日

2. にがつ 二月

3. まいつき 毎月

火
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25. Kanji

月

3. まいつき 毎月

火
1. かようび 火曜日

水 (To have left stroke not 

touching centre column)

1. すいようび 水曜日

2. みず 水

木
1. もくようび 木曜日

金
1. きんようび 金曜日

土
1. どようび 土曜日

日
1. じゅういちにち 十一日

2. にちようび 日曜日

3. とおか 十日

4. にほん 日本

5. やすみのひ 休みの日

本
1. にほん 日本

年
1. きょねん 去年
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25. Kanji

年
1. きょねん 去年

2. まいとし 毎年

今 v 今 (Chinese)

1. こんげつ 今月

2. ことし 今年

3. きょう 今日

4. いま 今

去 (To have bottom 

slightly angled up)

1. きょねん 去年

昨 v 昨 (Chinese)

1. きのう 昨日

先
1. せんせい 先生

生
1. がくせい 学生

学
1. だいがく 大学

2. がっこう 学校

校 v 校 (Chinese)

1. がっこう 学校

何
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25. Kanji

校 v 校 (Chinese)

1. がっこう 学校

何
1. なんですか 何ですか

2. なにをしますか 何をしますか
26. Particles

は

1. Marks the noun directly before 

it as subject of the sentence

私は　学生です。

a) Note: 'When' （今日、昨

日、今朝。。。） is 

usually not followed by は, 

since it is not the main 

subject of interest.

今日　何を　しますか？

Subject is 何をしますか, not 今日。

b) However, they can also 

become the main subject of 

the sentence, thus requiring 

the use of は

A: Bさんは　明日　勉強しますか。

B: はい、勉強します。

A: じゃ、明後日も　勉強しますか。

B: いいえ、明後日は　勉強しませ

ん。

c) Also... 今日は　何曜日ですか？

も

1. Too 私は　学生です。あなたも　学生で

すか。

と

1. And MRTと　バスで　学校へ　行きま

す。

2. With, accompanied by 私の　家族と　彼女と　イースト

コーストへ　行きます。

の

1. Of, belonging to あれは　誰の　鉛筆ですか。

2. 先週の　水曜日に。。。

を

1. Marks the noun directly before 

it as direct object of verb

私は　肉を　食べません。
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26. Particles

を

1. Marks the noun directly before 

it as direct object of verb

私は　肉を　食べません。

で

1. At 私は 本屋で 辞書を 買います。

2. Do (something) by using 

(something)

オーチャードへ　バスで　いきま

す。

へ

1. To, toward; show the 

direction where an action is 

headed

一緒に セントーサへ 行きませんか。

に

1. Indicate time that an action 

takes/took place; on, in, at

今朝　何時に　起きますか。

2. Note that 始まります and 終

わります require に, but

日本語の　授業は　午後３時半に　

始まります。

3. から and まで do not 日本語の　授業は　午後３時半から

です。

4. きょう、あした、etc do not 

require に

明日　勉強しますか。

5. いつ do not require に too いつ　日本へ　帰りますか。

～から

1. From ～さんは　八時から　十時まで　 勉

強します。

～まで

1. To, till, until それから、６時半まで　友達と　勉

強します。

2. ～から and ～まで do not 

require に particle in front


