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Situational Functional Japanese 
 

Int. 1, Ms. Halper 
 
 

Lesson 2 Part 2 HOMEWORK 

Name: 

2. What would you say in Japanese in the following situations? 
 

1) when you meet a neighbor on the street in the morning and want to ask where they are going: 
おはようございます。どちらへ。 

 

2) when you meet a friend on the street in the afternoon: 
こんにちは。どこに行くの。 

 

3) when you don't want to say exactly where you are going: 
ちょっとそこまで。 

 

4) when you meet a friend on the street and, upon finding that they are going to the same place you are going, want to say, 
"I am, too. Shall we go together?" 

        あ、私もよ。(Female) 

        あ、ぼくも（だよ）。(male) 

 
5) when you want to send a package to the U.S. by sea mail and want to know how long it will take: 

この小包みはアメリカまで船便でどのぐらい かかりますか。 
 

6) when you want to send a package to the U.S. by air mail and want to know how much it will cost: 
この小包みはアメリカまで航空便で いくらですか。 

 

7) when a clerk at a post office gave you the wrong change: 
すみません。あのう、おつりが ちがいますけど。 

 

8) before the New Year's holidays: 
よい おとしを。 

 

9) when someone just told you that they are sick: 
それは いけませんね。おだいじに。 

 

10) upon finding that a friend is going on a trip, you want to wish them a safe trip: 
りょこう、きをつけて(ね)。 

 

3 Translate the following sentences into Japanese. 
 

1) I bought 20 100-yen stamps at the post office yesterday. 
きのう郵便局で100円切手を２０まい買いました。 

2) I sometimes write emails to my friends in Japan. 
ときどき日本の友だちにメールをかきます。 

 

3) Tom drank 2 cups of coffee this morning (けさ). 
トムさんは けさコーヒーを２はい飲みました。 

 

4) Mr. Tanaka does the laundry on Sundays. 
田中さんは日よう日に せんたくをします。 

5) Hi, Michael. Where are you off to? (casual) 
あ、マイケルさん。どこに行くの？ 
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ブラウンさんは 毎ばん しょっきを洗います。 
6) Ms. Brown washes dishes every evening. 

 
 

7) I go to the movies on weekends. I often see action movies. 
私はしゅうまつに えいがに行きます。よくアクションえいがをみます。 
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