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page section 日本語 読み方 英語

p.86 Q1 毎日 まいにち
mainichi

every day

p.86 Q1 a. ③ メールします メールします
meerushimasu

to send an e-mail

p.86 Q1 b. ② 掃除します そうじします
soojishimasu

to clean

p.86 Q1 c. ① 洗濯します せんたくします
sentakushimasu

to do laundry

p.86 Q1 d. ⑤ 料理します りょうりします
ryoorishimasu

to cook

p.86 Q1 e. ④ 電話します でんわします
denwashimasu

to make a phone call

p.86 Q2 家族 かぞく
kazoku

family

p.86 Q2 （家族）に　電話します
（かぞく）に　でんわしま
す
(kazoku) ni denwashimasu

to make a phone call (to family)

p.86 Q2 一週間 いっしゅうかん
i-sshuukan

one week

p.86 Q2 ～回 ～かい
~kai

~ time(s) [counter for number of times]

p.86 Q2 一週間に　（３）回
いっしゅうかんに　（さ
ん）かい
i-sshuukan ni (san)kai

(three) times in a week

p.86 Q2 （３回）くらい （さんかい）くらい
(san-kai) kurai

about (three times) 

p.87 Q3 a. ② スポーツを　します スポーツをします
supootsu o shimasu

to play sports

p.87 Q3 b. ⑥ 日記を　書きます にっきを　かきます
nikki o kakimasu

to write a diary

p.87 Q3 c. ④ 朝ごはんを　食べます あさごはんを　たべます
asagohan o tabemasu

to eat breakfast

p.87 Q3 d. ③ コンビニへ　行きます コンビニへ　いきます
kombini e ikimasu

to go to a convenience store

p.87 Q3 e. ① 料理を　します りょうりを　します
ryoori o shimasu

to cook

p.87 Q3 f. ⑤ テレビを　見ます テレビをみます
terebi o mimasu

to watch TV

p.87 Q4 よく よく
yoku

often

p.87 Q4 時々 ときどき
tokidoki

sometimes

p.87 Q4 あまり あまり
amari

not ~ frequently

p.87 Q4 全然 ぜんぜん
zenzen

not ~ at all

p.88 Q5 平日 へいじつ
heejitsu

weekday

p.88 Q5 起きます おきます
okimasu

to wake up/to get up
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p.88 Q5 朝ごはん あさごはん
asagohan

breakfast

p.88 Q5 昼ごはん ひるごはん
hirugohan

lunch

p.88 Q5 晩ごはん ばんごはん
bangohan

dinner

p.88 Q5 寝ます ねます
nemasu

to sleep/to go to bed

p.89 Q6 何時 なんじ
nanji

what time

p.89 Q6 （７時）ごろ （しちじ）ごろ
(shichi-ji) goro

at about (seven o'clock)

p.89 Q6
（何時に）　起きます
か。

（なんじに）　おきます
か。
(nanji ni) okimasu ka.

(What time) do you wake up?

p.89 Q6
（何時ごろ）　起きます
か。

（なんじごろ）　おきます
か。
(nanji goro) okimasu ka.

(About what time) do you wake up?

p.89 Q6 早いです はやいです
hayaidesu

early

p.89 Q6 早いですね。 はやいですね。
Hayaidesu ne.

That is early!

p.89 Q6 遅いです おそいです
osoidesu

late

p.89 Q6 遅いですね。 おそいですね。
Osoidesu ne.

That is late!

p.89 Q7 スーパー suupaa supermarket

p.89 Q7 シャワー shawaa shower

p.89 Q7 日本語 にほんご
nihongo

Japanese language

p.89 Q7 勉強します べんきょうします
benkyooshimasu

to study

p.89 Q7
インターネット・ゲー
ム

インターネット・ゲーム
intaanetto-geemu

online game

p.90 Q9 いつ いつ
itsu

when

p.90 Q9 何時 なんじ
nanji

what time

p.90 Q9 何時間 なんじかん
nanjikan

How many hours

p.90 Q9 どこ どこ
doko

where

p.90 Q9 でも でも
demo

but/however

p.90 Q9 レストラン レストラン
resutoran

restaurant

p.90 Q9 （９時）から （くじ）から
(ku-ji) kara

from (nine o'clock)

p.90 Q9 （12時半）まで （じゅうにじはん）まで
(juuni-jihan) made

to (half-past twelve)

p.90 Q9 （２時間）くらい （にじかん）くらい
(ni-jikan) kurai

about (two hours)

p.90 Q9 家へ　帰ります いえへ　かえります
ie e kaerimasu

to go home


