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4. すうじ・日にち・時間・ばんごう・年・お金 

●すうじ－number 

１ 一 いち ６ 六 ろく 11 十一 じゅういち 16 十六 じゅうろく 30 三十 さんじゅう 80 八十 はちじゅう 

２ ニ に ７ 七 なな／しち 12 十二 じゅうに 17 十七 じゅうしち 40 四十 よんじゅう 90 九十 きゅうじゅう 

３ 三 さん ８ 八 はち 13 十三 じゅうさん 18 十八 じゅうはち 50 五十 ごじゅう 100 百 ひゃく 

４ 四 よん／し ９ 九 きゅう／く 14 十四 じゅうし 19 十九 じゅうきゅう 60 六十 ろくじゅう 1,000 千 せん 

５ 五 ご 10 十 じゅう 15 十五 じゅうご 20 二十 にじゅう 70 七十 ななじゅう 10,000 万（いち）まん 

 

★irregulars 
300→さんびゃく 600→ろっぴゃく 800→はっぴゃく 

3,000→さんぜん 8,000→はっせん 

 

もんだい.【Read the following numbers. 】 

①25 ②68 ③97 ④105 ⑤318 ⑥1,876 ⑦9,999 ⑧15,000 ⑨20,810 ⑩ 0 
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●ひにち－date 

一月 いちがつ 二月 にがつ 三月 さんがつ 四月 しがつ 五月 ごがつ 六月 ろくがつ 

七月 しちがつ 八月 はちがつ 九月 くがつ 十月 じゅうがつ 十一月 じゅういちがつ 十二月 じゅうにがつ 

 

一日 ついたち 二日 ふつか 三日 みっか 四日 よっか 五日 いつか 

六日 むいか 七日 なのか 八日 ようか 九日 ここのか 十日 とおか 二十日 はつか 

※【other dates】number + にち 

 

月曜日 げつようび 火曜日 かようび 水曜日 すいようび 木曜日 もくようび 金曜日 きんようび 

土曜日 どようび 日曜日 にちようび 曜日 ようび 平日 へいじつ 週末 しゅうまつ 

 

①今日は何曜日ですか。 －日曜日です。 

②今日は何月何日ですか。 －今日は 10 月 16 日です。 

③今日は何月何日何曜日ですか。 －5 月 5 日、金曜日です。 

④今日は何月何日何曜日ですか。 －                    。 

⑤たんじょう日はいつですか。 －                    。 

⑥クリスマスはいつですか。 －                    。 
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●時間－time 

一時 いちじ 二時 にじ 三時 さんじ 四時 よじ 五時 ごじ 六時 ろくじ 

七時 しちじ 八時 はちじ 九時 くじ 十時 じゅうじ 十一時 じゅういちじ 十二時 じゅうにじ 

 

一分 いっぷん 二分 にふん 三分 さんぷん 四分 よんぷん 五分 ごふん 

六分 ろっぷん 七分 ななふん 八分 はっぷん／はちふん 九分 きゅうふん 十分 じっぷん／じゅっぷん 

二十分 にじゅっぷん 三十分 さんじゅっぷん 四十分 よんじゅっぷん 五十分 ごじゅっぷん 六十分 ろくじゅっぷん 

※【second】number + びょう 

 

①今 何時ですか。 －ごぜん 8 時です。 

②日本は今 何時ですか。 －ごご 10 時です。 

③今 何時ですか。 －ごぜん 7 時 40 分です。 

④トロントは今 何時ですか。 －ごご 5 時 3 分です。 

⑤今 何時ですか。 －                    。
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number＋ばん－It’s used for “No. ~”. 

一番 いちばん 二番 にばん 三番 さんばん 四番 よんばん 五番 ごばん 

六番 ろくばん 七番 ななばん 八番 はちばん 九番 きゅうばん 十番 じゅうばん 

 

①なんばんですか。 －1 ばんです。 

②なんばんのバスですか。 －8 ばんです。 

③なんばんのもんだいですか。 －10 ばんです。 

 

number＋さい－It’s used for “~ years old”. 

一歳 いっさい 二歳 にさい 三歳 さんさい 四歳 よんさい 五歳 ごさい 

六歳 ろくさい 七歳 ななさい 八歳 はっさい 九歳 きゅうさい 十歳 じっさい／じゅっさい 二十歳 はたち 

 

①なんさいですか。 －20 さいです。 

②まりさんはなんさいですか。 －28 さいです。 

③なんさいですか。 －                    。 
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number＋円（えん）－It’s used for money (Japanese yen). 

①これはいくらですか。 －3850 円です。 

②このかばんはいくらですか。 －1200 円です。 

③あのえはいくらですか。 －10,000 円です。 

 

 

もんだい 1.【Answer the following questions.】 

①今日は何日ですか。 

②今日は何月何日ですか。 

③今 何時ですか。 

④このもんだいは なんばんですか。 

⑤今 なんさいですか。 

⑥きのうは 何曜日でしたか。 

⑦たんじょう日はいつですか。 

⑧あなたのくつは いくらですか。 
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もんだい 2.【Answer the question about things below.】 

 

①300 円       ②500 円         ③250 円        ④1,100 円      ⑤2,030 円 

 

 

 

 

 

   ⑥800 円        ⑦1,900 円          ⑧4,500 円        ⑨3,650 円 

 

 

 

 

 

  ⑩50,000 円        ⑪30,500 円       ⑫100,000 円         ⑬42,000 円 


