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Textbook with Practice

Evan Rogers
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This book is to be used once you have already mastered:
Hiragana
Katakana
“The Basics 1”
If you have not done so already, please return to www.evanseasyjapanese.com and check out these lessons.
There you will find videos and a workbook to practice with.
All images within were simply copied from a google search unless otherwise stated.
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Lesson 6
Location - に＆が
Goal: Learn to say that something exists at a location.
New Vocabulary:
がっこう

School

しょうにん

Merchant

ばけもの

Monster

きょうかい

Church

おうさま

King

います

Exist - animate obj

しろ

Castle

うま

Horse

あります

Exist - inanimate obj

みち

Road

いぬ

Dog

に

Location of non-action

まほう

Magic

ねこ

Cat

が

Subject marker

しか

Deer

うし

Cow

どこ

Where

New Grammar:
● います vs. あります
○ Both verbs mean “exist”, as in “A zombie exists”, or “a pencil exists”, or “There is a pencil here”
○ Both can mean “have”, as in “I have a cat” or “I have a pencil”.
○ あります is used for anything that does not move on its own.
○ います is used for anything that can move on its own.
■ Undead generally use this verb, despite being moved by magic... or whatever
● Particle が - Subject
○ The subject marker が is the REAL subject marker.
○ The difference between が and は is emphasis. はemphasizes.
○ Mastering the difference between the two subjects is difficult.
■ In questions, は is frequently used for the object. This is explained in the video.
●

Particle に - Location
○ The particle に comes after the location of a thing.
○ The word before に tells you where something is.
○ に is not used to tell the location of an action.

Examples:
おうさま は どこ に います か。 Where is the king?

うま が みち に います。There is a horse on the road

まほう の がっこう は どこ に あります か。Where is the magic school?
えんぴつ が あります。 I have a pencil

うま が います。 There is a horse.

いぬ は います か。 Do you have a dog?

ゴブリン が います。 There is a goblin.

ねこ が います。 There is a cat.

おの が あります。 I have an axe

わたし は いぬ が います。 I have a dog.

みち に しょうみん が います。 There is a merchant on the road.

バーバリアン は けん が あります。

The barbarian has a sword ばけもの が います！There’s a monster!
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Practice:
(1) You’re in a town, ask someone where the following are.
The barbarians.

The King.

The magic School.

The castle.

A mace.

Swords.

A fighter’s armor.

The king’s shield.

The church of (insert deity name).
The Horse.

The monster’s cat.

The goblin’s dagger.
The rogue’s horse

(2) Were you robbed last night? Tell your GM/DM what you still have in your inventory!
Rogue:
Armor

Dagger

Sword

Bow

Mace

Sword

Axe

Book

Staff

Dog

Fighter:
Armor

Wizard:
Pen

(3) Your party is asked the following questions by the party leader. Answer the questions!
ドルイド は ねこ が います か。

ファイター は よろい が あります か。

クレリック は たて が あります か。

ウィザード は ほん が あります か。

バード は いぬ が います か。

ソーサラー は つえ が あります か。

(4) You’re a rogue. You were asked to scout ahead and report back what you saw.
Party Leader: “What did you see?” (The first one is a zombie, with a mace)
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Lesson 7
Past Tense - ました
Goal: Learn how to make a sentence past tense, and learn more vocabulary.
New Vocabulary:
みせ

Store / Shop

コボルド

Kobold

ころします

To Kill

いえ

House

くま

Bear

はいります

To Enter

はやし

Forest

おおかみ

Wolf

かけます

Cast (A Spell)

どうくつ

Cave

ネズミ

Rat

とります

Take

ぶき

Weapon

くも

Spider

かきます

Write

ひと

Person

じゅもん

Spell

どうぶつ

Animal

New Grammar:
● Past tense verbs!
○ To make verbs past tense, turn the last す into した.
● Particle に - “Into”
○ The particle に is regularly used to designate the idea of “into”, as in “he entered (in) the cave”
Examples:
みせ に はいります。We will enter the store

コボルド が はやし に いました。 Kobolds were in the forest.

どうくつ に なに が います か。What (animate obj.) is in the cave?

くま が はやし に います か。 Are bears in the forest?

はやし に どうぶつ が います。 There are animals in the forest ローグ は けん を とりました。 The rogue took a sword
コボルド は ぶき が あります か。 Does the kobold have a weapon?

いえ に ネズミ が います。 There are rats in the house

バーバリアン が ネズミ を ころしました か。Did the barbarian kill the rat? おおかみ を ころしました か。 Did you kill the wolf?
くも は どこ です か。 Where is the spider?

ローグ が ウィザード の ほん を とりました。The rogue stole the wizard’s book.

くも は どこ に います か。Where is the spider?

ばけもの が どうくつ に はいりました。The monster entered the cave.

はやし に なに が あります か。What is in the forest?

みせ に なに が ありました か。What was inside the shop?

ゴブリン の ウィザード は じゅもん を かけました。The goblin wizard cast a spell.
ウィザード は ほん に じゅもん を かきます。 The wizard writes a spell into his book.

5

Practice:
(1) Tell your party what to do!
You arrived at a cave. After you entered, you found a goblin, a skeleton, a bear, and a zombie. Write 15 or so
sentences starting with “I entered the cave” and ending with “The sorcerer killed the bear”. Be sure to talk about what
you used, and what you saw!
(2) What did your party do?
Using the Japanese you know so far, tell us what happened to a party you’ve played with before. (If you’ve
never played a game like this before, just make stuff up. All I want is for you to practice using past-tense verbs!). Try
to aim for about 15 sentences.

(3) You scouted ahead. Your party leader asks you the following. How do you respond?
なに を みました か。________________________________________________________
どうくつ に どうぶつ が いました か。__________________________________________
みせ に ひと が いました か。___________________________________________________
いえ に ネズミ が いました か。__________________________________________________
おうさま を みました か。_______________________________________________________
きょうかい に はいりました か。__________________________________________________
コボルド は じゅもん を かけました か。____________________________________________
パラディン の たて を とりました か。________________________________________________

(4) Translate the following story into English.
わたし が どうくつ に はいりました。ゴブリン を みました。くま を みました。くま に ”Charm Animal” の
じゅもん を かけました。くま が ゴブリン を こうげき しました。くま がゴブリン をころしました。わたし が ゴブ
リン の けん を とりました。
はやし に おおかみ が いました。ゴブリン の けん を つかいました。おおかみ をこうげき しました。おおか
み をころしました。
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Lesson 8
Going Places - に,へ&で
Goal: Learn how to use に, へ and で as particles when talking about traveling.
New Vocabulary:
うち

Your home

あした

Tomorrow

いきます

Go

-し

City (suffix)*

きょう

Today

きます

Come

まち

Town

きのう

Yesterday

かえります

Return Home

としょかん

Library (building)

らいしゅう

Next week

もどります

Return

かわ

River

こんしゅう

This week

で

Place of Action

みずうみ

Lake

せんしゅう

Last week

へ

Towards

*Added after a city name to designate it a city

New Grammar:
● Particle へ - “Towards”
○ Use the particle へ after the direction, way, or location you are traveling. You are going “towards” that location.
○ It is written as “he”, but pronounced as “e”
● Particle に - “Target”
○ Use the particle に after the target to which you are going. You are going “at” that location.
○ It also can be used when discussing the target that you are shooting at.
● Particle で - “Place of action”
○ Use particle で to tell people where an action occurred. See below for examples
● かえります vs. もどります
○ かえります is to return home, or to a location considered home. もどります is to return to a location of any sort.
Examples:
かわ に いきました。 I went to the river.

かわ へ いきました。 I went towards the river.

あした、みずうみ に いきます か。 Will you go to the lake tomorrow?

きのう、うち に かえりました。 I returned home yesterday.

せんしゅう、みせ で けん を かいました。Last week, I bought a sword at a shop.
はやし で くま を みました。 I saw a bear in the forest.

どうくつ で くも を みました。I saw a spider in the cave.

しろ で おうさま の よろい を とりました。At the castle, I took the king’s armor.
ドルイド が はやし に もどりました。The druid returned to the forest.

だれ が としょかん に きました。 Who came to the library?

らいしゅう、Goldshireまち へ いきます。 I will go to Goldshire town next week.
だれ が どこ で なに を うりました か。Who sold what where?

EdgarはFigaroし に かえりました。Edgar returned to Figaro-city.
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Practice:
(1) Translate the story into English.
せんしゅう、はやし へ いきました。みち で ウィザード が いました。 ウィザード は つえ が ありました。はやし で ど
うぶつ が いました。くま を みました。わたし が くま を こうげき しました。つちほこ を つかいました。くま を ころしまし
た。まち に かえりました。まち の みせ で ぶき を かいました。
きのう、どうくつ に いきました。どうくつ に ゴブリン が いました。ゴブリン を みました。ゴブリン は ほん が あり
ました。ゴブリン を こうげき しました。ゴブリン の ウィザード はわたし に じゅもん を かけました。ゴブリン の ウィザード
を ころしました。ゴブリン の よろい を とりました。ゴブリン の ほん を とりました。まち に かえりました。
あした、みずうみ に いきます。おおかみ が います。ゆみ を つかいます。おおかみ を ころします。

(2) Where will you go? What will you do? When will you go?
There have been some problems near Stormwind City. You and your crew have already taken care of two of the problems
- one last week, and one yesterday. However, you still need to take care of two more problems. Write a summary of when and
where you will go / have gone. Also write what you did there.
Use “Last week”, “Yesterday”, “Tomorrow”, and “Next week” for your answers.
Goblins the woods.

Kobolds near the lake.

Bears in the woods.

Rats in a house.

(3) Where will you go to do the following?
Tell us where you will go, when you will go, and what you will do while you’re there.
Buy a book___________________________________________________________
Fight spiders__________________________________________________________
Take weapons_________________________________________________________
Attack bears__________________________________________________________
Cast spells____________________________________________________________
Take armor____________________________________________________________
See barbarians.________________________________________________________
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Lesson 9
Counting Things, With, Adjectives - と&な
Goal: Be able to count up to 10 things, explain that you do something with someone else, and describe things.
New Vocabulary:
たから

Treasure

あたらしい

New

はなします

Speak, Talk with

ちいさい

Small

ふるい

Old (object)

あいます

Meet

おおきい

Big

きれい (な)

Pretty / Clean

と

With / And

あぶない

Dangerous

きょだい(な)

Giant

な

Particle

New Grammar:
● Particle と - “With” and “And”
○ The particle と refers to the idea of “and”. Use it in between the objects that are together.
○ The particle と also can mean “with”, as in “talk with someone” or “meet with someone”. The thing to which you
are meeting or talking receives the と particle.
● Adjectives - な and い
○ Adjectives can come either before the things they describe, or they can be used before the word です (see below)
○ The large majority of adjectives in Japanese fall under one of two categories: “い-adjectives” and “な-Adjectives”
■ な-adjectives use the particle な between the adjective and the word they describe. Not before です.
■ い-adjectives almost always end in the character い. Be careful of な-adjectives that end in い.
● At this point, please do not try to use でした with い-adjectives. See video for more info.
● Count 1-10 Non Specified Things!
○ These “counters” are almost exclusively used for non-animate (non-moving) things.
○ These can be used before the verb without a particle, or before the item they describe with a の.
ひとつ 1
ふたつ 2
みっつ 3
よっつ 4
いつつ 5
むっつ 6
ななつ 7
やっつ 8
ここのつ 9
とう 10
いくつ How many?
Examples:
きのう、みせ で あたらしい たんけん を みっつ かいました。 I bought three new daggers at the store yesterday.
ゴブリン と コボルド が います。 There are goblins and kobolds

ウィザード と はなしました。 I spoke with a wizard.

きれい な ローグ は あぶない です。Pretty rogues are dangerous.
きょだい な いぬ です か。Is it a giant dog?

あなた は きれい です。You are pretty.*
(*notice: no な between きれい and です)
けん が いくつ あります か。How many swords do you have?

どうくつ で クレリック が あぶない じゅもん を ばけもの に かけました。 The cleric cast a dangerous spell at a monster in the cave.
これ は ふるい けん です。This is an old sword

きょだい な ネズミ を ころしました。 I killed a giant rat.

みせ で あたらしい けん が ふたつ あります。There are two new swords at the store.
バーバリアン は ふたつ の おの が あります。 The barbarian has two axes.

ふたつ の たんけん を つかいました。 I used 2 daggers.
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Practice:
(1) You’re the shopkeeper! Make a list of the inventory. Use complete sentences.
10 New Swords

5 Big Maces

3 Small Daggers

8 Old Staves

4 Dangerous Axes

6 New Bows

2 Giant Shields

6 Old Books

(2) Your party needs advice. Ask your party who talked with the following people:
The king

The wizard

The sorcerer

The goblins

The ranger

(3) Translate the following story into Japanese
A barbarian, a rogue, a wizard, and myself went to the forest. We saw a goblin and a kobold. The goblin had two small
daggers. The kobold had a bow and 6 arrows. The kobold attacked the wizard. The goblin attacked the barbarian. The rogue and
barbarian killed the kobold. The wizard cast a spell at the goblin. I killed the goblin. We took their weapons. We took their treasure.
We returned (home) to the town. We sold the 2 daggers, the bow and the arrows. The barbarian bought two new axes. I bought
new armor.
(4) Answer the questions.
あした、だれ と ひるごはん を たべます か。___________________________________________________
きのう、どこ で つちほこ を ふたつ とりました か。_______________________________________________
せんしゅう、バーバリアン と なに を たべました か。_____________________________________________
らいしゅう、レンジャー と かわ へ いきます か。________________________________________________
コボルド の たから は どこ に あります か。____________________________________________________
や を いくつ かいました か。________________________________________________________________
なに に じゅもん を かけます か。____________________________________________________________
たから を とりました か。___________________________________________________________________
たから は どこ に あります か。______________________________________________________________
きのう、はやし で ゴブリン と なに を みました か。______________________________________________
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Lesson 10
10 people didn’t do something?
Goal: Learn to count people, and to make sentences that are negative in both habitual tense and past tense.

New Vocabulary:
きんか

Gold Piece

よく

Often / Well

よみます

Read

ぎんか

Silver Piece

あまり

Not often / not well*

かきます

Write

どうか

Copper Piece

ききます

Ask / Listen

します

Do

* Only used with negative verbs

New Grammar:
●

Negatives!
○ To make verbs negative, that is, to say “I did not eat” or “I won’t eat”, we do the following. Be sure to watch the related video
and read the examples below!
Usual Verbs (ます)

Habitual Tense

Past Tense

Positive (DID/WILL happen)

-ます

-ました

Negative (Won’t / Didn’t happen)

-ません

-ません でした

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------です

Habitual Tense (is)

Past Tense (was)

Positive (X is Y)

です

でした

Negative (X is NOT Y)

では ありません*

では ありません でした*

*This は is pronounced “Wa”, as per the particle

●
1-10:

Count 1-10 People and Humanoids!
○ These “counters” are exclusively used for humans and humanoids.
ひとり 1
ふたり 2
さんにん 3
よんにん 4
ごにん 5
ななにん 7
はちにん 8
きゅうにん 9 じゅうにん 10 なんにん How many people?

ろくにん 6

Examples:
コボルド は なんにん います か。 How many Kobolds are there?

ふたり の ローグ が とりました。 Two rogues took it.

きょう、あさごはん を たべません でした。Today, I didn’t eat breakfast

あれ は いぬ では ありません。 That’s not a dog...

きのう、みず を あまり のみません でした。 I didn’t drink much water yesterday
ソーサラー は じゅもん を よく かけます。 Sorcerers cast spells often. せんしゅう、なに を しました か。 What did you do last week?
ウィザード は あまり こうげき しません。 Wizards don’t attack much. わたし は バード では ありません。 I’m not a wizard.
いいえ、ゴブリン を ころしません でした。 No, I didn’t kill any goblins. ウィザード に ききません でした。 I didn’t ask a wizard.
たから は ぎんか では ありません でした。The treasure wasn’t silver.

じゅうにん が これ を よみました。 10 people read this.
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Practice:
(1) Answer each question negatively. Feel free to tell what DID happen.

バーバリアン は コボルド を きゅうにん ころしました か。______________________________________________
ローグ は たから を とります か。________________________________________________________________
きんか が あります か。_______________________________________________________________________
パラディン は どうくつ に いきました か。__________________________________________________________
あした、はやし へ いきます か。________________________________________________________________

(2) Fill in the blanks with your own ideas. Be sure to consider if you want to use adjectives or numbers.
せんしゅう、ウィザード に ききました。はやし に コボルド が じゅうにん いました。どうくつ に くま と おおかみ が いました。
____________ に ___________ が ごにん いました。 どうくつ に いきました。 __________ は_________ を ころしました。たから は あ
まり ありません でした。 _____________ へ いきました。 ___________________ が いました。 わたし は ___________ が ありません で
した。じゅもん を かけました。 ____________ が __________ を ころしました。たから は ありました。けん が ___________ ありまし
た。____________ が___________ありました。 つちほこ が _______________。 ___________ と _________________ を とりました。
_______________ を とりません でした。うち に ________________。

(3) Translate these sentences into Japanese.
At the magic school, 10 wizards cast a spell.________________________________________________________________
A pretty rogue took the cleric’s treasure.___________________________________________________________________
The sorcerer did not cast a spell.__________________________________________________________________________
I frequently kill bears.____________________________________________________________________________________
Last week, I didn’t take much treasure._____________________________________________________________________
The paladin doesn’t have many gold pieces._________________________________________________________________
No, I didn’t listen to the cleric yesterday.____________________________________________________________________
How many goblins did you kill?____________________________________________________________________________
I will return to the cave tomorrow.__________________________________________________________________________
I will not return home next week.___________________________________________________________________________
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