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p.68 Q1 お国 おくに
okuni

country

p.68 Q1 どこ どこ
doko

where

p.68 Q1 あります あります
arimasu

there is/there are

p.68 Q1
お国は　どこに　あり
ますか。

おくには　どこに　あり
ますか。
Okuni wa doko ni arimasu 
ka.

where is your county?

p.68 Q1 ここ ここ
koko

here

p.68 Q1 韓国 かんこく
Kankoku

Korea

p.68 Q1 となり となり
tonari

next to

p.68 Q1
（韓国の　となり）で
す。

（かんこく）の　となりで
す。
(Kankoku no tonari) desu.

My country is next to (Korea).

p.69 Q1 首都 しゅと
shuto

capital

p.69 Q1 どこ どこ
doko

where

p.69 Q1 首都は　どこですか。 しゅとは　どこですか。
Shuto wa dokodesu ka.

Where is the capital?

p.69 Q1 人口 じんこう
jinkoo

population

p.69 Q1 何人 なんにん
nan'nin

how many people

p.69 Q1 人口は　何人ですか。
じんこうは　なんにんで
すか。
Jinkoo wa nan'nindesu ka.

What is the population (of your country)?

p.69 Q1 ～人 ～にん
~nin

[counter for people]

p.69 Q1 何語 なにご
nanigo

what language

p.69 Q1 話します はなします
hanashimasu

to speak

p.69 Q1 何語を　話しますか。
なにごを　はなします
か。
Nanigo o hanashimasu ka.

What language do people speak? 
(What language is used in your country?)

p.69 Q1 日本語 にほんご
nihongo

Japanese language

p.70 Q2 a. Ｃ 秋 あき
aki

autumn

p.70 Q2 b. Ａ 春 はる
haru

spring

p.70 Q2 c. Ｂ 夏 なつ
natsu

summer

p.70 Q2 d. Ｅ 暑い あつい
atsui

hot [weather]
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p.70 Q2 e. Ｆ 涼しい すずしい
suzushii

cool [weather]

p.70 Q2 f. Ｄ 暖かい あたたかい
atatakai

warm [weather]

p.70 Q2 g. ⑦ 花粉 かふん
kafun

pollen

p.70 Q2 h. ② 紅葉 こうよう
kooyoo

autumn leaves

p.70 Q2 i. ④ 雨 あめ
ame

rain

p.70 Q2 j. ⑤ 花火大会 はなびたいかい
hanabitaikai

fireworks display

p.70 Q2 k. ③ なべ なべ
nabe

Japanese hot pot dish

p.70 Q2 l. ⑧ きのこ きのこ
kinoko

mushroom

p.70 Q2 m. ⑥ 台風 たいふう
taifuu

typhoon

p.70 Q2 n. ① 桜 さくら
sakura

cherry blossom/Japanese cherry

p.70 Q2 o. ア きれいです きれいです
kireedesu

beautiful

p.70 Q2 p. イ おいしいです おいしいです
oishiidesu

delicious/tasty

p.70 Q2 q. ウ 多いです おおいです
ooidesu

many/much/large (number)

p.70 Q3 何月 なんがつ
nan-gatsu

which month

p.70 Q3 一番 いちばん
ichiban

most

p.70 Q3 （33)℃ （さんじゅうさん)ど
(sanjuusan)do

(33) degrees Celcius

p.70 Q3 （33℃）くらい
（さんじゅうさんど）くら
いです。
(sanjuusan-do) kuraidesu.

It is about (33) degrees Celcius.

p.73 Q6 富士山 ふじさん
Fujisan

Mt. Fuji

p.73 Q6 有名です ゆうめいです
yuumeedesu

famous

p.73 Q6 そして soshite and


