Soko Gakuen Beginning1
Uda
Japanese for Busy People: Lesson 3 Time
Look at the table below and answer the questions.
i.e.) A: ゆうびんきょくは なんじから ですか。
Yūbinkyoku wa nanji kara desu ka.
B: くじから です。
Kuji kara desu.
Post office
ゆうびんきょく
yūbinkyoku

Meeting
かいぎ
kaigi

Party
パーティー
pātῑ

Movie
えいが
eiga

Restaurant
レストラン
resutoran

i.e.)9:00-5:00

3:15-4:30

7:30-

6:20-8:50

5:30-11:00

Supermarket
スーパー
sūpā

Work
しごと
shigoto

Library
としょかん
toshokan

Lunch break
ひるやすみ
hiruyasumi

9:30-8:00

8:15-5:45

10:00-4:30

12:00-1:00

1) かいぎは なんじから なんじまで ですか。
Kaigi wa nanji kara nanji made desu ka.
2) ひるやすみは なんじまで ですか。
Hiruyasumi wa nanji made desu ka.
3) えいがは なんじから ですか。
Eiga wa nanji kara desu ka.
4) しごとは なんじから なんじまで ですか。
Shigoto wa nanji kara nanji made desu ka.
5) レストランは なんじから ですか。
Resutoran wa nanji kara desu ka.
6) としょかんは ごじ まで ですか。
Toshokan wa goji made desu ka.

7) Make your own questions. (3-5 questions)
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Answer Keys
Japanese for Busy People: Lesson 3 Time
Look at the table below and answer the questions.
i.e.) A: ゆうびんきょくは なんじから ですか。
Yūbinkyoku wa nanji kara desu ka.
B: くじから です。
Kuji kara desu.

Post office
ゆうびんきょく
yūbinkyoku

Meeting
かいぎ
kaigi

Party
パーティー
pātῑ

Movie
えいが
eiga

Restaurant
レストラン
resutoran

i.e.)9:00-5:00

3:15-4:30

7:30-

6:20-8:50

5:30-11:00

Supermarket
スーパー
sūpā

Work
しごと
shigoto

Library
としょかん
toshokan

Lunch break
ひるやすみ
hiruyasumi

9:30-8:00

8:15-5:45

10:00-4:30

12:00-1:00

1) かいぎは なんじから なんじまで ですか。
Kaigi wa nanji kara nanji made desu ka.
（かいぎは） さんじじゅうごふんから よじはんまで です。
(Kaigi wa) sanji juugofun kara yoji han made desu.
2) ひるやすみは なんじまで ですか。
Hiruyasumi wa nanji made desu ka.
（ひるやすみは） いちじまで です。
(Hiruyasumi wa) ichiji made desu.
3) えいがは なんじから ですか。
Eiga wa nanji kara desu ka.
（えいがは） ろくじ にじゅっぷんから です。
(Eiga wa) rokuji nijuppun kara desu.
4) しごとは なんじから なんじまで ですか。
Shigoto wa nanji kara nanji made desu ka.
（しごとは） はちじ じゅうごふんから ごじ よんじゅうごふんまで です。
(Shigoto wa) hachiji juugofun kara goji yonjuugofun made desu.
5) レストランは なんじから ですか。
Resutoran wa nanji kara desu ka.
（レストランは） ごじはんから です。
(Resutoran wa) goji han kara desu.
6) としょかんは ごじ まで ですか。
Toshokan wa goji made desu ka.
（としょかんは） ごじまで ではありません。
(Toshokan wa) goji made dewa arimasen.
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7) Make your own questions. (3-5 questions)

