レッスン２
文
型
ぶん けい
１．これは本です。
ほん

２．それは 私 の本です。
わたし

ほん

３．あれは先生のです。
せん せい

４．この本はトメクさんのです。
ほん

５． 私 は ２５ 〔歳・才〕です。
わたし

にじゅうご

さい

さい

例
文
れい ぶん
１．あれは何ですか。
なん

〔あれは〕灰皿です
はい ざら

２．それはだれのかばんですか。
〔これは〕トメクさんのかばんです。
３．この辞書はあなたのですか。
じ

しょ

は い 、〔 そ の 辞 書 は 〕 私 の で す 。
じ しょ

わたし

い い え 、〔 そ の 辞 書 は 〕 私 の で は あ り ま せ ん 。
じ しょ

わたし

４．このペンはだれのですか。
〔そのペンは〕田中さんのです。
た なか

５．あの辞書は田中さんのですか、ラオさんのですか。
じ しょ

た なか

〔あの辞書は〕ラオさんのです。
じ しょ

それもラオさんの辞書ですか。
じ

しょ

い い え 、〔 こ れ は ラ オ さ ん の で は あ り ま せ ん 。〕
トメクさんのです。
６．あなたはおいくつ（何歳・才）ですか。
なん さい

〔 私 は〕
わたし

３４

さんじゅうよん

さい

〔歳・才〕です。
さい

さい

７．あなたの専門は何ですか。
せん もん

なん

〔 私 の専門は〕機械です
わたし

せん もん

き かい
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会
話
かい わ
リー： 私 のかぎをください。
わたし

木村：何番ですか。
き むら

なん ばん

リー： ３ － １ － ８ です。
さん

いち

はち

木村：ちょっと待ってください。
き むら

ま

はい、どうぞ。
これはあなたの新聞ですか。
しん ぶん

リー：はい、そうです。 私 のです。
わたし

どうもありがとうございます。
木村：どういたしまして。
き むら

語
彙
ご
い
あれ
これ
それ
どれ

tamto! 文法
to! 文法
to, tamto! 文法
które, który! 文法

あの
この
その
どの

tamten/tamta/tamto! 文法
ten/ta/to! 文法
ten/ta/to, tamten/tamta/tamto! 文法
który/która/które! 文法

あのひと(あの人) tamten człowiek! 文法
このひと(この人) ten człowiek! 文法
そのひと(その人) ten/tamten człowiek! 文法
どのひと(どの人) który człowiek! 文法
かみ(紙) papier
ざっし(雑誌) czasopismo
しんぶん(新聞) gazeta
じしょ(辞書) słownik
ノート zeszyt, notatnik
ほん(本) książka
えんぴつ(鉛筆) ołówek
ペン pióro
ボールペン długopis

いす krzesło
かぎ klucz
かばん torba, teczka, walizka
タバコ papieros, tytoń
つくえ(机) stół
とけい(時計) zegarek
ドア drzwi
はいざら(灰皿) popielniczka
はこ(箱) pudełko
マッチ zapałki
まど(窓) okno
カメラ aparat fotograficzny, kamera
テレビ telewizor, telewizja
ラジオ radio
でんき(電気) prąd, elektryczność
じどうしゃ(自動車) samochód
なまえ(名前) imię, nazwisko, nazwa
せんもん(専門) specjalność, specjalizacja,
zawód
～ばん(番) numer ～ ! 文法
すうじ(数字) liczba, cyfra
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なん(何) co, jaki, ile
なんばん(何番) jaki numer

siedemnaście
じゅうはち(十八･18) osiemnaście
じゅうく(十九･19), じゅうきゅう(十九･19)
dziewiętnaście
にじゅう(二十･20)dwadzieścia
にじゅういち（二十一･21) dwadzieścia jeden

～さい(歳・才) klasyfikator do liczenia
lat/wieku ludzi! 文法
おいくつ ile latforma uprzejma! 何歳
さい(歳・才) wiek, lata
なんさい(何歳・才) ile latforma prosta! おいくつ
〔どうも〕ありがとうございます 〔bardzo〕dziękuję
～をください poproszę o ～
ちょっとまってください(ちょっと待ってくださ
い) proszę chwileczkę zaczekać
どういたしまして nie ma za co
はい、どうぞ tak, proszę
お～(御～)! 文法
ご～(御～)! 文法
の ! 文法
ゼロ zero
れい(零･〇) zero
いち(一･1) jeden
に(二･2) dwa
さん(三･3) trzy
し(四･4), よん(四･4) cztery
ご(五･5) pięć
ろく(六･6)発音 loku sześć
しち(七･7), なな(七･7) siedem
はち(八･8) osiem
く(九･9), きゅう(九･9) dziewięć
じゅう(十･10) dziesięć
じゅういち(十一･11) jedenaście
じゅうに(十二･12) dwanaście
じゅうさん(十三･13) trzynaście
じゅうよん(十四･14), じゅうし(十四･14)
czternaście
じゅうご(十五･15) piętnaście
じゅうろく(十六･16)発音 jūloku szesnaście
じゅうしち(十七･17), じゅうなな(十七･17)

さんじゅう(三十･30) trzydzieści
よんじゅう(四十･40) czterdzieści
ごじゅう(五十･50) pięćdziesiąt
ろくじゅう(六十･60)発音 lokujū sześćdziesiąt
しちじゅう(七十･70), ななじゅう(七十･70)
siedemdziesiąt
はちじゅう(八十･80) osiemdziesiąt
きゅうじゅう(九十･90) dziewięćdziesiąt
ひゃく(百･100) sto
にひゃく(二百･2 百･200) dwieście
さんびゃく(三百･3 百･300) trzysta
よんひゃく(四百･4 百･400) czterysta
ごひゃく(五百･5 百･500) pięćset
ろっぴゃく(六百･6 百･600)発音 loppyaku sześćset
ななひゃく(七百･7 百･700) siedemset
はっぴゃく(八百･8 百･800) osiemset
きゅうひゃく(九百･9 百･900) dziewięćset
せん(千･1,000) tysiąc
にせん(二千･2 千･2,000) dwa tysiące
さんぜん(三千･3 千･3,000) trzy tysiące
よんせん(四千･4 千･4,000) cztery tysiące
ごせん(五千･5 千･5,000) pięć tysięcy
ろくせん(六千･6 千･6,000)発音 lokusen sześć
tysięcy
ななせん(七千･7 千･7,000) siedem tysięcy
はっせん(八千･8 千･8,000) osiem tysięcy
きゅうせん(九千･9 千･9,000) dziewięć
tysięcy
いちまん(一万･10 万･10,000) dziesięć tysięcy
にまん(二万･20 万･20,000) dwadzieścia
tysięcy
じゅうまん(十万･10 万･100,000) sto tysięcy
ひゃくまん(百万･100 万･1,000,000) milion

- 22 -

せんまん(千万･1000 万･10,000,000) dziesięć
milionów

miliardów
いっちょう(一兆) trylion

いちおく(一億･1 億･100,000,000) sto
milionów
じゅうおく(十億･10 億･1,000,000,000)
miliard
ひゃくおく(百億･100 億･10,000,000,000)
dziesięć miliardów
せんおく(千億･1000 億･100,000,000,000) sto

れいてんご(0.5) pięć dziesiątych
れいてんごはち(0.58) pięćdziesiąt osiem
setnych
にぶのいち(½) jedna druga
よんぶんのさん(¾) trzy czwarte

こそあど
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