
Practice 1   “(Topic) A is B”  p. 21

Sentences that normally use kanji are first written in a normal way with kanji for 
further study. They are marked with (K) and not formatted.

1) It’s coffee.   (Try a. question, b. neg, c. add “right?”.)  

　コーヒー　です。
     KOH-OH-hee-ee        Des

1-a) 　 コーヒー　ですか？ KOH-OH-hee-ee    Des-KA

1-b) コーヒー じゃ　ない です。 KOH-OH-hee-ee  jah      NAH-ee  Des

1-c) コーヒー　ですよね？ KOH-OH-hee-ee    DEH-soo-yoh-NEH

2) This is / coffee. It’s not tea.　(Flip affirmative & negative)

(K) これはコーヒーです。お茶じゃないです。

　これ は  |　コーヒー　です。 おちゃ  じゃ　ない です。
       ko-deh   wa            KOH-OH-hee-ee      Des    oh-cha        jah            NAH-ee  Des

Flipped これ は  |　コーヒー　じゃ　ない です。　おちゃ　です。
ko-deh   wa            KOH-OH-hee-ee       jah          NAH-ee    Des            oh-cha            Des

3) This is / my coffee. It’s not Johnny’s.　(Flip a. affirmative & negative, b. use someone else’s name.)

　これ は  |　わたしの コーヒー　です。 　ジョニーさんの  じゃ　ない です。
      ko-deh   wa               wa-ta-shi  noh   KOH-hee      Des               JOH-nee-ee  sahn  NOH      jah          NAH-ee    Des

3-a) これ は  |  わたしの コーヒー　じゃ　ない です。 ジョニーさんの  です。
       ko-deh   wa            wa-ta-shi  no   KOH-hee               jah           NAH-ee    Des            JOH-nee-ee    sahn  NOH     Des

3-b) これ は  |  わたしの コーヒー　です。 (                    )さんの  じゃ　ない です。
       ko-deh   wa            wa-ta-shi  no   KOH-hee                 Des            (                                )  sahn  NOH      jah          NAH-ee    Des

                 

4) This coffee is / mine. It’s not Johnny’s.　(Flip a. affirmative & negative, b. use someone else’s name.)



(K) このコーヒーは私のです。ジョニーさんのじゃないです。

　この コーヒー は  |　わたしの　です。 　ジョニーさんの  じゃ　ない です。
      koh-no       KOH-hee       wa               wa-ta-shi NOH       Des              JOH-nee-ee  sahn  NOH      jah          NAH-ee    Des

4-a) この コーヒー は  |　わたしの　じゃ  ないです。 ジョニーさんの　です。
     koh-no       KOH-hee       wa             wa-ta-shi NOH          jah         NAH-ee   Des           JOH-nee-ee  sahn  NOH         Des

4-b) この コーヒー は  |　わたしの　です。 (                )さんの じゃ　ない です。
     koh-no       KOH-hee       wa             wa-ta-shi NOH          Des           (                           )  sahn  NOH      jah          NAH-ee    Des

5) That is / a cat. It’s not a *dog.　*ねこ (NEH-koh) “cat”  *いぬ  (ee-NOO) “dog” (Try past tense.)

(K) あれは猫です。犬じゃないです。

　あれ は  |　ねこ です。　いぬ　じゃ　ない です。
       ah-deh   wa           NEH-koh    Des ee-NOO          jah          NAH-ee    Des

Past 　あれ は  |　ねこ でした。　いぬ　じゃ　なかった です。
        ah-deh   wa           NEH-koh    Deh-sh-ta         ee-NOO          jah            NAH-kaht-ta      Des

6) I am / (your name). This is (person’s name).　

(K) 私は（　　　　）です。こちらは（　　　　）です。

　わたし は 　( your name ) です。 こちら は　(person’s name)　です。
         wa-ta-shi   wa                 Des ko-chee-dah wa 　　　　              Des

7) My *name is / (your name). This is / my (friend, etc.), (person’s name).   < の (no) as a comma >

(K) 私の名前は（　　　）です。こちらは私の（　　）の（　　　）です。

　わたし の *なまえ は  |　(     ) です。こちら は  |　わたしの (      ) の (         ) です。
         wa-ta-shi   no   nah-mah-eh   wa                          Des       ko-chee-dah  wa              wa-ta-shi  no  no                     Des

8) My *city’s name is / (              ).    (Try “(         ) is / my city’s name.”)    < の (no) as an apostrophe > 

(K) 私の街の名前は（　　　）です。



　わたし の *まち の  なまえ は  |　(オースティン) です。
         wa-ta-shi   no    ma-chee  no   nah-mah-eh   wa                 (OH-OHS-tee-n)              Des

Flipped (オースティン) は  |　わたし の *まち の  なまえ です。
                   (OH-OHS-tee-n)     wa               wa-ta-shi   no    ma-chee  no   nah-mah-eh      Des

9-A) This train is / bound for *Narita Airport.    9-B) This is / a train bound for Narita Airport.   (Try Neg)

(K) この電車は成田空港行きです。

9-A)　このでんしゃ は　*なりたくうこう いき です。
                  ko-noh Deh-n-sha    wa        * na-dee-ta koo-oo-koh-oh      ee-kee     Des           

9-B)　これ は　 　　*なりたくうこう いき の　でんしゃ です。
                 ko-deh  wa                 * na-dee-ta koo-oo-koh-oh    ee-kee   no            Deh-n-sha       Des   

9-A-Neg)　このでんしゃ は　*なりたくうこう いき　じゃ　ない です。
                  ko-noh Deh-n-sha    wa        * na-dee-ta koo-oo-koh-oh    ee-kee     　jah          NAH-ee     Des           

9-B-Neg)　これ は　 　 *なりたくうこう いき の　でんしゃ　じゃ　ない です。
              ko-deh  wa                         * na-dee-ta koo-oo-koh-oh    ee-kee   no            Deh-n-sha           jah          NAH-ee     Des               

10)  *Today’s *homework is / this.   *きょう {k(i)-YOH-oh}  *しゅくだい {sh(oo)-koo-Dah-ee}

      (Try a. negative,  b. “This is / today’s homework”.)

(K) 今日の宿題はこれです。

　きょう の しゅくだい は  |　これ　です。
       k(i)-YOH-oh  no   sh(oo)-koo-Dah-ee   wa            ko-deh          Des

9-A) きょう の しゅくだい は  |　これ　じゃ　ない です。
 k(i)-YOH-oh  no   sh(oo)-koo-Dah-ee   wa      ko-deh         jah          NAH-ee     Des      

9-B) これ は  |　きょう の しゅくだい　です。
      ko-deh   wa            k(i)-YOH-oh  no   sh(oo)-koo-Dah-ee        Des       

11) Tokyo is / the name of a Japanese city.   (“Tokyo is Japan’s city’s name.”)  < の (no) as “of” > 

(K) 東京は日本の街の名前です。



　とうきょう は  |　にほん の まち の   なまえ です。
       toh-oh-k(i)-yoh-oh    wa           nee-HOH-n   no  ma-CHEE no    nah-mah-eh     Des

12) Narita is / the name of an airport in Japan.   (“Narita is Japan’s airport’s name.”)

(K) 成田は日本の空港の名前です。

　なりた は  |　にほん の くうこう の なまえ です。
     NAH-dee-ta   wa          nee-HOH-n    no    koo-oo-koh-oh  no  nah-mah-eh     Des

13)  Were you / at *work / *yesterday?   *きのう (ki-noh-oh) “yesterday”

(K) [あなたは]　昨日仕事でしたか？

　[あなたは]  |　きのう　しごと　でしたか？
         [a-NAH-ta wa]            ki-noh-oh      shee-goh-toh        DESH-ta-KA     

14)  My company is / a *cell phone company.   *ケイタイ (けいたい read けえたい) “cellular”

(K) 私の会社は携帯の会社です。

　わたし の かいしゃ は  |　ケイタイ の かいしゃ です。
         wa-ta-shi   no      kah-ee-sha     wa            keh-eh-tah-ee    no    kah-ee-sha        Des

15)  This photo is / from the *trip to Europe.  *ヨーロッパ りょこう {yoh-oh-dohp-pa  d(i)-YO-koh-oh}“

 (Try 2 ways w/ different topics. a. this photo, b. this.)

(K) この写真はヨーロッパ旅行の写真です。

15-A) この しゃしん は  |　ヨーロッパ りょこう の   [ しゃしん ] です。
                    ko-noh     sha-shee-n    wa              yoh-oh-dohp-pa    d(i)-YO-koh-oh    no    [ sha-shee-n ]         Des

15-B) これ は  |　ヨーロッパ りょこう の しゃしん です。
                    ko-deh   wa              yoh-oh-dohp-pa    d(i)-YO-koh-oh   no       sha-shee-n     Des

16)  I’m / from Austin, TX.  (a. Try 2 ways. b. Try with a different city.)

(K) 私はテキサスのオースティンの出身です。

16-A1) [ わたし は ]  |　テキサスの オースティンの しゅっしん 　です。



                                      [ wa-ta-shee   wa ]         TEH-k(ee)-sa-soo  no        OH-OHS-tee-n        noh     shoosh-shee-n              Des

16-A2) わたしの しゅっしん は  |　テキサスの オースティン　です。
                                      wa-ta-shee no    　shoosh-shee-n    wa        TEH-k(ee)-sa-soo  no        OH-OHS-tee-n               Des

17) Were you / from Connecticut? (Did you say? I can’t remember.)  < See example sentences 10, p.28 >

(K) [あなたは] コネチカットの出身でしたっけ？

17-A) [あなたは]    |　コネチカット の　しゅっしん でしたっけ？
         [a-NAH-ta wa]       koh-neh-ch-KAHT-toh    no       shoosh-shee-n        DESH-tahk-keh

17-B) [あなたの]　しゅっしん  は  |　コネチカット でした っけ？
           [a-NAH-ta no] shoosh-shee-n        wa              koh-neh-ch-KAHT-toh DESH-tahk-keh          

18-A)  These are / photos from last (year’s) *summer in *Germany. 

18-B)  These photos are / [photos] from last (year’s) summer in Germany.   

*なつ (na-tsoo) “summer”   *ドイツ (DOH-ee-tsoo) “Germany”

(K) これは去年の夏のドイツの写真です。

18-A)　これ は  |　きょねん の  なつ の  ドイツの  しゃしん　です。 
　       ko-deh   wa           k(i)-YOH-neh-n    no    nah-tsoo  no   DOH-ee-tsoo no      sha-shee-n            Des　 

18-B)　このしゃしん は  |  きょねん の  なつ の  ドイツの   [ しゃしん ]　です。 
　      ko-noh   sha-shee-n       wa        k(i)-YOH-neh-n    no    nah-tsoo  no   DOH-ee-tsoo no         [ sha-shee-n ]             Des 

19) Is the *platform for the Kyoto bound *bullet train / here? (Try neg)

　*のりば (noh-dee-ba) “platform (place to ride)”  *しんかんせん (shee-n-KAH-n-seh-n) “bullet train”

(K) 京都行きの新幹線乗り場はここですか？

　きょうと いきの しんかんせん *のりば は  |　ここ ですか？
         k(i)-yoh-oh-to   ee-kee-no     shee-n-kah-n-seh-n     NOH-dee-ba  wa   ko-koh     DES-KA

    

20) This is / the English translation of this Japanese sentence. (Try neg.)

(K) これはこの日本語の文章の英語の翻訳です。



　これ は  |　この にほんご の  ぶんしょう の  えいご の  ほんやく　です。
        ko-deh   wa          koh-noh  nee-hoh-n-go   noh      BOO-n-shoh-oh    noh eh-eh-goh   noh    hoh-n-yah-koo          Des

Neg これ は  |  この にほんご の  ぶんしょう の  えいご の  ほんやく じゃない です。
      ko-deh   wa          koh-noh  nee-hoh-n-go   noh      BOO-n-shoh-oh    noh   eh-eh-goh   noh    hoh-n-yah-koo      jah    NAH-ee    Des


