
Australia おーすとらりあ 

Australian (person) おーすとらりあじん 

busy いそがしい 

by the way ところで 



Call an ambulance! 
きゅうきゅうしゃを よん

で 

Canada かなだ 

Canadian (person) かなだじん 

China ちゅうごく 



Chinese (person) ちゅうごくじん 

Dutch person おらんだじん 

England いぎりす 

English (person) いぎりすじん 



English descent いぎりすけい 

foreign country がいこく 

foreigner がいこくじん 

France ふらんす 



Frenchman ふらんすじん 

Australia おーすとらりあ 

Australian (person) おーすとらりあじん 

busy いそがしい 



by the way ところで 

Call an ambulance! 
きゅうきゅうしゃを よん

で 

Canada かなだ 

Canadian (person) かなだじん 



China ちゅうごく 

Chinese (person) ちゅうごくじん 

Dutch person おらんだじん 

England いぎりす 



English (person) いぎりすじん 

English descent いぎりすけい 

foreign country がいこく 

foreigner がいこくじん 



France ふらんす 

Frenchman ふらんすじん 

of Chinese descent ちゅうごくけい 

Portugal ぽるとがる 



Portuguese (person) ぽるとがるじん 

Rushian (person) ろしあじん 

Russia ろしあ 

say (to) いう/いいます 



South Korea かんこく 

Spain すぺいん 

Spaniard すぺいんじん 

Taiwan たいわん 



Taiwanese (person) たいわんじん 

United States of 

America 
あめりか 

what ethnicity or 

heritage 
なにけい 

what nationality なにじん 



Chinese ちゅごくご 

Dutch language おらんだご 

eight pages, page eight はちぺーじ/はっぺーじ 

eight sheets はちまい 



five sheets, five pages ごまい 

four pages, page four よんぺーじ 

four sheets よんまい 

French language ふらんすご 



Chinese ちゅごくご 

Dutch language おらんだご 

eight pages, page eight はちぺーじ/はっぺーじ 

eight sheets はちまい 



five sheets, five pages ごまい 

four pages, page four よんぺーじ 

four sheets よんまい 

French language ふらんすご 



nine pages, page nine きゅうぺーじ 

nine sheets きゅうまい 

one page/page one いちぺーじ/いっぺーじ 

one sheet/piece いちまい 



page five ごぺーじ 

Portuguese (language) ぽるとがるご 

Russian (language) ろしあご 

seven pages, page seven ななぺーじ/しちぺーじ 



seven sheets ななまい/しちまい 

signature さいん 

six pages, page six ろくぺーじ 

six sheets ろくまい 



Spanish すぺいんご 

speak (to) はなす/はなします 

take a photo (to) 
しゃしん(を) とる/とりま

す 

ten pages, page ten じゅっぺーじ 



ten sheets じゅうまい 

three pages, page three さんぺーじ 

three sheets さんまい 

two pages, page two にぺーじ 



two sheets にまい 

why なぜ/どして 

bakery ぱんや 

bookstore ほんやさん 



bread ぱん 

car, vehicle くるま 

chicken (meat) ちきん/とりにく 

cola コーラ 



drink (to) のむ/のみます 

drink(s) のみもの 

eat (to) たべる/たべます 

food(s) たべもの 



bakery ぱんや 

bookstore ほんやさん 

bread ぱん 

car, vehicle くるま 



chicken (meat) ちきん/とりにく 

cola コーラ 

drink (to) のむ/のみます 

drink(s) のみもの 



eat (to) たべる/たべます 

food(s) たべもの 

not yet (with negative 

verb) 
まだ 

restaurant れすとらん 



thing もの 

welcome (usually to a 

store/business) 
いらっしゃいませ 

because of that だから 

come (to) くる/きます 



do (to); wear (to) する/します (して) 

because of that だから 

come (to) くる/きます 

do (to); wear (to) する/します (して) 



return (to) かえる/かえります 

	 


