
Japanese Honors III 
Summer 2019 Work (there will be a quiz over the conjugations found in this packet) 
 
りょこう      旅行           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

どうぶつえん    動物園         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ゆえんち      遊園地         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

やま        山           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

うみ        海            ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

こうえん      公園          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ハイキング                 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

はくぶつかん    博物館         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

サマーキャンプ               ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

かんせんしょう   感染症         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿            

てら        寺           ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

じんじゃ      神社          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

きょうかい     教会          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
イギリス                     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

カナダ                      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

にほん                         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ちゅうごく                       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

フランス                    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

イタリア                    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ドイツ                            ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

オストラリア                  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

メキシコ                               ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
テレビー                  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

えいが       映画          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ゲーム                   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ほん         本          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

キャンプ                  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

しごと       仕事          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

アルバイト                 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ピックニック                ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

まつり       祭り          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

カヌー                   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

かんこう      観光          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
みる        見る          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 



たべる       食べる         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

いく        行く          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

かえる       帰る          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

あそぶ       遊ぶ          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

きく        聞く          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

のむ        飲む          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

あう        会う          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

およぐ       泳ぐ          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

ねる        寝る          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
おもしろい     面白い         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

たいくつ      退屈          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

たのしい      楽しい         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

こわい       怖い          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

おもしろい     面白い         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

しぜん       自然          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

へん        変            ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

きれい       綺麗          ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

おだやか     穏やか         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
 
 
 
 
 
 
N+に行きました。（〜に行った。） 
This phrase means that you went somewhere.  You plug a place into the space 
before the particle に to show where you went. 
 
どのぐらいに行った。 
This indicates the question of “how long did you ~?”.  This can be used asking how 
long some did an activity such as how long they were on vacation. 
 
 
〜て〜て〜た。 
For linking two or more activities you put the first verb phrase into te form as well 
as the second verb phrase.  You finish the sentence with a verb phrase in the past 
tense.  You need to pay attention to sequence of events.  
 
 
 



V+に行った。 

Placing a verb or verb phrase before に行った indicates that you went to do 

something.  For example:  マックドに食べに行った means that “I went to 
McDonald’s to eat.”  You must change the first verb into its root form prior to 
plugging it into the phrase.  (root form means no ます or う or る ). 
 
どうでしたか。 

How was it?  Use this when asking how something was.  Plain form is どうだった。 
 
 
Extra adjectives 

漢字 - Kanji ひらがな - Hiragana English Meaning 

赤い あかい red 

黄色い きいろい yellow 

青い あおい blue 

黒い くろい black 

白い しろい white 

面白い おもしろい interesting, funny 

暑い あつい hot 

寒い さむい cold 

大きい おおきい big 

小さい ちいさい small 

自然 しぜん nature 

綺麗 きれい pretty, clean 

失礼 しつれい rude 

静か しずか quiet 

特別 とくべつ special 

元気 げんき in good spirits 

変 へん weird, strange 

上手 じょうず skillful 

親切 しんせつ kind, nice 

素敵 すてき "cool", good looking 

 



 
 
 
 
 
Write the Japanese word for the family members. 
 

Mom  
Dad  

Older Brother  
Older Sister  

Younger Brother  
Younger Sister  

Grandma  
Grandpa  

Aunt  
Uncle  

Cousin  
 
Write the past tense form for each plain verb. 

たべる  

ねる  

みる  

およぐ  

きく  

かえる  

あう  

のむ  

する  

くる  

 
 
 
Write the て form for each plain verb. 

たべる  

ねる  

つくる  

まつ  

かく  

かえる  

もつ  

のむ  



する  

くる  

 
 
 
Write the causative-passive form for each plain verb. 

たべる  

ねる  

つくる  

まつ  

かく  

かえる  

もつ  

のむ  

する  

くる  

 
 


