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page section 日本語 読み方 英語
p.116 Q1 どこ doko where

p.116 Q1 住んで　います すんで　います
sunde imasu

to live in

p.116 Q1 上野 うえの
Ueno

Ueno  [name of place in Tokyo]

p.117 Q2 マンション manshon condominium

p.117 Q2 一軒家 いっけんや
ikken'ya

stand-alone house

p.117 Q2 アパート apaato apartment

p.117 Q2 ホテル hoteru hotel

p.117 Q2 学校 がっこう
gakkoo

school

p.117 Q2 寮 りょう
ryoo

dormitory

p.117 Q2 学校の　寮 がっこうの　りょう
gakkoo no ryoo

school dormitory

p.117 Q3 家 いえ
ie

house

p.117 Q3 近く ちかく
chikaku

neighborhood/nearby

p.117 Q3 家の　近く いえの　ちかく
ie no chikaku

near the house

p.117 Q3 静かです しずかです
shizukadesu

quiet/calm

p.117 Q3 にぎやかです にぎやかです
nigiyakadesu

bustling/busy

p.119 Q4 a. ⑧ スーパー suupaa supermarket

p.119 Q4 b. ④ 銀行 ぎんこう
ginkoo

bank

p.119 Q4 c. ⑤ コンビニ kombini convenience store

p.119 Q4 d. ⑦ レストラン resutoran restaurant

p.119 Q4 e. ⑨ 本屋 ほんや
hon'ya

book store

p.119 Q4 f. ② 病院 びょういん
byooin

hospital

p.119 Q4 g. ① ドラッグストア doraggusutoa drugstore

p.119 Q4 h. ③ 郵便局 ゆうびんきょく
yuubinkyoku

post office

p.119 Q4 i. ⑥
カフェ（コーヒー
ショップ／喫茶店）

カフェ（コーヒーショッ
プ／きっさてん）
kafe (koohiishoppu/
kissaten)

café (coffeeshop)

p.119 Q6 あります あります
arimasu

there is/there are

p.119 Q6 何 なに
nani

what

p.120 Q7 どんな don'na what kind

p.120 Q7 とても totemo very

p.120 Q7 a. ④ にぎやかです nigiyakadesu bustling/busy
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p.120 Q7 b. ② 新しいです あたらしいです
atarashiidesu

new

p.120 Q7 c. ⑤ おいしいです oishiidesu delicious/tasty

p.120 Q7 d. ③ 高いです たかいです
takaidesu

high

p.120 Q7 e. ① 小さいです ちいさいです
chiisaidesu

small

p.121 Q8 ⑤ 便利です べんりです
benridesu

convenient

p.121 Q8 a. ② 古いです ふるいです
furuidesu

old

p.121 Q8 b. ④ 安いです やすいです
yasuidesu

cheap

p.121 Q8 c. ⑤ 大きいです おおきいです
ookiidesu

big/large

p.121 Q8 d. ⑥ 不便です ふべんです
fubendesu

inconvenient

p.121 Q8 e. ① 静かです しずかです
shizukadesu

quiet/calm

p.121 Q8 f. ③
おいしくありません／
まずいです

おいしくありません／ま
ずいです
oishikuarimasen/mazuidesu

not delicious/taste bad

p.121 Q9 など nado and so on/etc.

p.121 Q9 そうですか。 Soodesu ka. I see.

p.121 Q9 そして soshite and

p.121 Q9 でも demo but/however


