
きょうしつ で つかえる にほんご

～Useful Japanese expressions for Nihongo class～

Eigo Nihongo(Romaji) Nihongo(Hiragana)

I have finished/done it. Owarimashita/Dekimashita. おわりました。/ できました。

I haven’t finished it yet/
haven’t done it yet.

Mada owatte imasen /
Mada dekite imasen.

まだ おわって いません。/
まだ できて いません。

What is (English word) in
Japanese?

Nihongo de (English word)
wa nan desu ka.

にほんごで（English word）は

なんですか。

Please wait for a moment. Chotto matte kudasai. ちょっと まってください。

Please say it again. Mou ichido itte kudasai. もういちど いって ください。

It is difficult. Muzukashii desu. むずかしい です。

It’s easy. Kantan desu. かんたん です。

It’s interesting. Omoshiroi desu. おもしろい です。

It’s fun! Tanoshii desu. たのしい です。

It’s hot. Atsui desu. あつい です。

It’s cold. Samui desu. さむい です。

See you. Dewa mata / Ja mata. では また。じゃ また。

See you next week. Dewa mata raishuu. では また らいしゅう。

See you on: Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

Dewa mata getsu youbi
Dewa mata ka youbi
Dewa mata sui youbi
Dewa mata moku youbi
Dewa mata kin youbi

では また げつようび。

では また かようび。

では また すいようび。

では また もくようび。

では また きんようび。

これで にほんご ばっちり！korede nihongo bacchiri!
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きょうしつ で つかえる にほんご

～Useful Japanese expressions for Nihongo class～

Eigo Nihongo(Romaji) Nihongo(Hiragana)
Good morning. Ohayou gozaimasu. おはようございます。

Good afternoon / Hello. Konnichiwa. こんにちは。

Good bye. Sayounara. さようなら。

Excuse me. Sumimasen. すみません。

Thank you. Arigatou. ありがとう。

Thank you very much! Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。

I’m sorry. Sumimasen/ gomen nasai. すみません。/ ごめんなさい。

May I go to the toilet? Toire ni ittemo ii desuka. といれ に いっても いい

ですか。

May I go and have a drink? Mizu o nomi ni ittemo ii
desuka.

みず を のみ に いっても

いいですか。

I understood. Wakarimashita. わかりました。

I don’t understand. Wakarimasen. わかりません。

Here you are. Hai, douzo. はい、どうぞ。

Please lend me (something).
pencil = enpitsu
eraser = keshigomu
glue = nori
scissors = hasami
colour pencil = iro enpitsu
ruler = monosashi

(Something) o kashite
kudasai.

（Something）を かしてくだ

さい。

みんな にほんご がんばって！minna nihongo ganbatte!
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