
Japanese Studies Program @ York University 
AP/JP1000 6.0  Lesson 2: Conversation 
____________________________________________________________ 
A. 
 
しばた： それはなんですか。 

 

キング： これですか。じしょです。 

 

しばた： おおきいじしょですね。 

 

キング： いいじしょですよ。 

____________________________________________________________ 
B. 
 
パーカー： きむらさん、あたらしいくるまですか。 

 

きむら： いいえ、あたらしくありません。ちゅうこです。 

 

パーカー： そうですか。ホンダですね。 

 

きむら： しんしゃはとてもたかいです。 

_____________________________________________________________ 
C. 
 
いのうえ： しつれいですが、にほんじんですか。 

 

ソン： いいえ、にほんじんじゃありません。かんこくじんです。 

 

いのうえ： どうもすみません。にほんごがおじょうずですねえ。 

 

ソン： いいえ、まだまだです。 

______________________________________________________________ 



D. 
 
なつき： あれはだいがくですか。 

 

シンプソン：いいえ、びょういんですよ。 

 

なつき： ずいぶんおおきいびょういんですねえ。 

 

シンプソン： せいマイケルびょういんです。 
_______________________________________________________________ 
E. 
 
ウォン： さかいさん、さむくありませんか。 

 

さかい： ええ、ちょっとさむいですねえ。 

 

ウォン： あついコーヒーはどうですか。 

 

さかい： ありがとう。いただきます。 

_______________________________________________________________ 
F. 
 
メイ： しょうじさん、これはにほんごでなんですか。 

 

しょうじ： ああ、それは「はさみ」です。 

 

メイ： じゃあ、それは。 

 

しょうじ： これは「じょうぎ」です。 
________________________________________________________________ 
G. 
 
ささき： えいがはおもしろかったですか。 



 

チョイ： いいえ、あまりおもしろくありませんでした。 

 

ささき：    どうしてですか。 

 

チョイ： すじがつまらなかったんです。 
________________________________________________________________ 
H. 
 
はらだ： つめたいビールはおいしいですねえ。 

 

コスナー： ええ、ほんとうにおいしいですねえ。 

 

はらだ： あついひはビールがいちばんいいですよ。 

 

コスナー： ふゆはあついおさけですね。 
_________________________________________________________________ 
 
[ごい] Vocabulary 
 
[Adjectives] 
 
あかるい  'bright' くらい 'dark' 
あまい 'sweet' しょっぱい 'salty'; karài 'spicy' 
あたらしい 'new' ふるい 'old' 
あたたかい 'warm'  さむい 'cold' 
あつい 'hot' つめたい 'cold' [only for object]  
あつい 'thick' うすい 'thin' [board, paper] 
いい 'good' わるい 'bad' [だめ - AN] 
いそがしい 'busy' [ひま]  ['free' – AN] 
はやい 'fast/early' おそい 'slow/late' 
ひろい 'wide/large' せまい 'narrow/small' 
こい 'dark/thick/strong' うすい 'light/thin/weak' [こいコーヒー] 
ながい 'long' みじかい 'short' 
おいしい 'tasty' まずい 'unsavory' 



おもい 'heavy' かるい 'light' 
おもしろい 'interesting' つまらない 'boring' 
おおきい 'large' ちいさい 'small' 
たかい 'expensive' やすい 'cheap' 
たかい 'high/tall' ひくい 'low/short'  
 
[Nouns] 
 
あき 'autumn' 
アパート 'apartment' 
あれ 'that' [over there] 
ビデオ 'video' 
ビール 'beer' 
びょういん 'hospital' 
ちゅうごくじん 'Chinese' 
ちゅうこ 'second-hand' 
だいがく 'university' 
デパート 'department store' 
えいが 'movie' 
ふゆ 'winter' 
はさみ 'scissors' 
はる 'spring' 
ひ 'day' 
ホテル 'hotel' 
いちばん 'best, No.1' 
じしょ 'dictionary' 
じょうぎ 'ruler' 
カナダじん 'Canadian' 
かんこくじん 'Korean' 
きっさてん 'coffee shop' 
カメラ 'camera' 
これ 'this' 
コーヒー 'coffee' 
くるま 'car' 
なつ 'summer'   
にほんじん 'Japanese' 
おなじ 'same' [ちがう 'be different' - verb] 



おさけ 'rice wine' 
レストラン 'restaurant' 
せいマイケル 'St. Michael' 
しんぶん 'newspaper' 
しんしゃ 'new car' 
それ 'that' 
すじ 'story' 
ざっし 'magazine' 
 
[Adverbs] 
 
あまり ... [neg] 'not very ...' 
ちょっと 'a little' 
どうして 'how come' 
ほんとうに 'indeed/really' 
まだ 'yet/still' 
そう 'so' 
すぐ 'soon/right away' 
とても 'very' 
ずいぶん 'fairly/extremely' 
 
[Adjectival Nouns] 
 
だめ 'no good' 
ひま 'free'  
じょうず 'skillful' 
かんたん 'easy/simple' 
きれい 'pretty/neat' 
むだ 'waste' 
むり 'impossible' 
_________________________________________________________________________ 
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