
※ The definitions supplied in this glossary are not intended as an exhaustive list; only meanings relevant to understanding the words 

as they appear in the text have been supplied.
　（この語彙リストでは、本書の文における意味のみを掲載しています。）
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Presession

page 日本語 読み方 英語
Presession 1 p.3 ～つ ~tsu [counter for things]

Presession 1 p.3 ～枚 ～まい
~mai

[counter for thin things (e.g. paper)]

Presession 1 p.3 ～冊 ～さつ
~satsu

[counter for books]

Presession 1 p.3 ～本 ～ほん／ぽん／ぼん
~hon/pon/bon/

[counter for long, cylindeical objects]

Presession 1 p.3 ～回 ～かい
~kai

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

Presession 1 p.3 ～人 ～にん［ひとり／ふたり］
~nin [hitori/futari]

~ people [counter for people]

Presession 1 p.3 いくつ ikutsu how many/how much

Presession 1 p.3 ～円 ～えん
~en

~ yen

Presession 2 p.4 午前 ごぜん
~gozen

morning/a.m.

Presession 2 p.4 午後 ごご
gogo

afternoon/p.m.

Presession 2 p.4 朝 あさ
asa

morning

Presession 2 p.4 昼 ひる
hiru

noon

Presession 2 p.4 夜／晩 よる／ばん
yoru/ban

evening/night

Presession 2 p.5 ～分 ～ふん／ぷん
~fun/pun

~ minute(s)

Presession 2 p.5 ～半 ～はん
~han

half-past ~ 

Presession 3 p.6 １月 いちがつ
ichi-gatsu

January

Presession 3 p.6 ２月 にがつ
ni-gatsu

February

Presession 3 p.6 ３月 さんがつ
san-gatsu

March

Presession 3 p.6 ４月 しがつ
shi-gatsu

April

Presession 3 p.6 ５月 ごがつ
go-gatsu

May

Presession 3 p.6 ６月 ろくがつ
roku-gatsu

June

Presession 3 p.6 ７月 しちがつ
shichi-gatsu

July

Presession 3 p.6 ８月 はちがつ
hachi-gatsu

August

Presession 3 p.6 ９月 くがつ
ku-gatsu

September

Presession 3 p.6 10月 じゅうがつ
juu-gatsu

October

Presession 3 p.6 11月 じゅういちがつ
juuichi-gatsu

November
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page 日本語 読み方 英語

Presession 3 p.6 12月 じゅうにがつ
juuni-gatsu

December

Presession 3 p.6 月曜日 げつようび
getsu-yoobi

Monday

Presession 3 p.6 火曜日 かようび
ka-yoobi

Tuesday

Presession 3 p.6 水曜日 すいようび
sui-yoobi

Wednesday

Presession 3 p.6 木曜日 もくようび
moku-yoobi

Thursday

Presession 3 p.6 金曜日 きんようび
kin-yoobi

Friday

Presession 3 p.6 土曜日 どようび
do-yoobi

Saturday

Presession 3 p.6 日曜日 にちようび
nichi-yoobi

Sunday

Presession 3 p.6 週末 しゅうまつ
shuumatsu

weekend

Presession 3 p.7 おととし おととし
ototoshi

year before last

Presession 3 p.7 去年 きょねん
kyonen

last year

Presession 3 p.7 今年 ことし
kotoshi

this year

Presession 3 p.7 来年 らいねん
rainen

next year

Presession 3 p.7 再来年 さらいねん
sarainen

year after next

Presession 3 p.7 先々月 せんせんげつ
sensengetsu

month before last

Presession 3 p.7 先月 せんげつ
sengetsu

last month

Presession 3 p.7 今月 こんげつ
kongetsu

this month

Presession 3 p.7 来月 らいげつ
raigetsu

next month

Presession 3 p.7 再来月 さらいげつ
saraigetsu

month after next

Presession 3 p.7 先々週 せんせんしゅう
sensenshuu

week before last

Presession 3 p.7 先週 せんしゅう
senshuu

last week

Presession 3 p.7 今週 こんしゅう
konshuu

this week

Presession 3 p.7 来週 らいしゅう
raishuu

next week

Presession 3 p.7 再来週 さらいしゅう
saraishuu

week after next

Presession 3 p.7 おととい おととい
ototoi

the day before yesterday/two days ago

Presession 3 p.7 きのう きのう
kinoo

yesterday

Presession 3 p.7 今日 きょう
kyoo

today
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page 日本語 読み方 英語

Presession 3 p.7 明日 あした
ashita

tomorrow

Presession 3 p.7 あさって あさって
asatte

the day after tomorrow

Presession 3 p.7 何月何日 なんがつなんにち
nangatsu nannichi

which month/which date

Presession 3 p.7 何曜日 なんようび
 nanyoobi

which day

Presession 3 p.7 誕生日 たんじょうび
tanjoobi

birthday

Presession 3 p.7 いつ いつ
itsu

when

Presession 4 p.8 会います／会う あいます／あう
aimasu/au

to meet

Presession 4 p.8 買います／買う かいます／かう
kaimasu/kau

to buy

Presession 4 p.8 待ちます／待つ まちます／まつ
machimasu/matsu

to wait

Presession 4 p.8 持ちます／持つ もちます／もつ
mochimasu/motsu

to have/to take

Presession 4 p.8 （写真を）撮ります
（しゃしんを）とります／
とる
(shashin o) torimasu/toru

to take (a picture)

Presession 4 p.8 帰ります かえります／かえる
kaerimasu/kaeru

to go back/to return

Presession 4 p.8 乗ります のります／のる
norimasu/noru

to get on/to take a ride 

Presession 4 p.8 作ります つくります／つくる
tsukurimasu/tsukuru

to make

Presession 4 p.8 読みます よみます／よむ
yomimasu/yomu

to read

Presession 4 p.8 飲みます のみます／のむ
nomimasu/nomu

to drink

Presession 4 p.8 呼びます よびます／よぶ
yobimasu/yobu

to call

Presession 4 p.8 遊びます あそびます／あそぶ
asobimasu/asubu

to play

Presession 4 p.8 書きます かきます／かく
kakimasu/kaku

to write

Presession 4 p.8 聞きます ききます／きく
kikimasu/kiku

to listen/to hear

Presession 4 p.8 泳ぎます およぎます／およぐ
oyogimasu/oyogu

to swim

Presession 4 p.8 行きます いきます／いく
ikimasu/iku

to go

Presession 4 p.8 話します はなします／はなす
hanashimasu/hanasu

to speak/to talk

Presession 4 p.9 起きます おきます／おきる
okimasu/okiru

to wake up/to get up

Presession 4 p.9 食べます たべます／たべる
tabemasu/taberu

to eat

Presession 4 p.9 見ます みます／みる
mimasu/miru

to see/to look

Presession 4 p.9 （シャワーを）浴びます
（シャワーを）あびます／
あびる
(shawaa o) abimasu/abiru

to take (a shower)
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Presession 4 p.9 （電話を）かけます
（でんわを）かけます／か
ける
(denwa o) kakemasu/kakeru

to make a phone call

Presession 4 p.9 寝ます ねます／ねる
nemasu/neru

to sleep/to go to bed

Presession 4 p.9 勉強します

べんきょうします／べん
きょうする
benkyooshimasu/
benkyoosuru

to study

Presession 4 p.9 仕事します しごとします／しごとする
shigotoshimasu/shigotosuru

to work

Presession 4 p.9 洗濯します

せんたくします／せんた
くする
sentakushimasu/
sentakusuru

to do laundry

Presession 4 p.9 掃除します そうじします／そうじする
soojishimasu/soojisuru

to clean

Presession 4 p.9 買い物します

かいものします／かいも
のする
kaimonoshimasu/
kaimonosuru

to go shopping

Presession 4 p.9 料理します
りょうりします／りょう
りする
ryoorishimasu/ryoorisuru

to cook

Presession 4 p.9 来ます きます／くる
kimasu/kuru

to come

Presession 5 p.10 新しい あたらしい
atarashii

new

Presession 5 p.10 古い ふるい
furui

old

Presession 5 p.10 暑い あつい
atsui

hot [weather]

Presession 5 p.10 寒い さむい
samui

cold [weather]

Presession 5 p.10 暖かい あたたかい
atatakai

warm [weather]

Presession 5 p.10 涼しい すずしい
suzushii

cool [weather]

Presession 5 p.10 熱い あつい
atsui

hot [object temperature]

Presession 5 p.10 冷たい つめたい
tsumetai

cold [object temperature]

Presession 5 p.10 長い ながい
nagai

long

Presession 5 p.10 短い みじかい
mijikai

short

Presession 5 p.10 遠い とおい
tooi

far

Presession 5 p.10 近い ちかい
chikai

near

Presession 5 p.10 遅い おそい
osoi

slow

Presession 5 p.10 速い はやい
hayai

fast [speed]

Presession 5 p.10 低い ひくい
hikui

low
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Presession 5 p.10 高い たかい
takai

high

Presession 5 p.10 高い たかい
takai

expensive

Presession 5 p.10 安い やすい
yasui

cheap

Presession 5 p.10 大きい おおきい
ookii

big/large

Presession 5 p.10 小さい ちいさい
chiisai

small

Presession 5 p.11 広い ひろい
hiroi

spacious/broad

Presession 5 p.11 狭い せまい
semai

narrow

Presession 5 p.11 多い おおい
ooi

many/much/large (amount)

Presession 5 p.11 少ない すくない
sukunai

few/small (amount)

Presession 5 p.11 難しい むずかしい
muzukashii

difficult

Presession 5 p.11 易しい やさしい
yasashii

easy

Presession 5 p.11 おいしい おいしい
oishii

delicious/tasty

Presession 5 p.11 おもしろい おもしろい
omoshiroi

interesting/funny

Presession 5 p.11 にぎやか にぎやか
nigiyaka

bustling/busy

Presession 5 p.11 静か しずか
shizuka

quiet/calm

Presession 5 p.11 きれい きれい
kiree

beautiful/clean

Presession 5 p.11 元気 げんき
genki

well/fine

Presession 5 p.11 有名 ゆうめい
yuumee

famous

Presession 5 p.11 便利 べんり
benri

useful/convenient

Presession 6 p.12 へ　
［到着点を表す］

へ
e

[Particle へ indicates that the preced-
ing noun is the direction toward which 
someone/something moves]

Presession 6 p.12 で　
［場所を表す］

で
de

[Particle で indicates that the preced-
ing noun is the place where an action 
is taken]

Presession 6 p.12 に　
［存在場所を表す］

に
ni

[Particle に indicates that the preced-
ing noun is the location where some-
one/something exists]

Presession 6 p.12 に　
［時間を表す］

に
ni

[Particle に indicates that the preced-
ing noun is the point of time at which 
an action takes place]

Presession 6 p.12 を　
［動作の対象を表す］

を
o

[Particle を indicates that the preced-
ing noun is the object of the action]

Presession 6 p.12
と　
［一緒に動作をする相
手を表す］

と
to

[Particle と indicates that the preced-
ing noun is the partner/other party to 
do something with]
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Presession 6 p.12 で　
［手段を表す］

で
de

[Particle で indicates that the preceding 
noun is a means of doing something]

Presession 6 p.12 どこ どこ
doko

where

Presession 6 p.12 どうやって どうやって
dooyatte

how

Presession 6 p.12 だれ だれ
dare

who

Presession 6 p.12 何 なに
nani

what

Presession 6 p.12 何時 なんじ
nanji

what time

Presession 6 p.12 いつ いつ
itsu

when
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Unit 01

page section 日本語 読み方 英語

p.16 Q1 週末 しゅうまつ
shuumatsu

weekend

p.16 Q1 先週 せんしゅう
senshuu

last week

p.16 Q1 土曜日 どようび
do-yoobi

Saturday

p.16 Q1 日曜日 にちようび
nichi-yoobi

Sunday

p.17 Q2 日本語 にほんご
nihongo

Japanese language

p.17 Q2 勉強します べんきょうします
benkyooshimasu

to study

p.17 Q2 それから それから
sorekara

then/and

p.17 Q2 DVD ディー・ブイ・ディー
dii-bui-dii

DVD

p.17 Q2 何を　しましたか。 なにを　しましたか。
nani o shimashita ka.

What did you do?

Aさんは？ Aさんは？
Asan wa?

And, you(=Mr./Ms. A) ?

p.17 Q2 渋谷 しぶや
Shibuya

Shibuya [name of place in Tokyo]

p.17 Q3 行きます いきます
ikimasu

to go

そうですか。 そうですか。
Soodesu ka.

I see.

いいですね。 いいですね。
Iidesu ne.

That's great. / That sounds good.

p.18 Q4 だれ だれ
dare

who

p.18 Q4 何 なに
nani

what

p.18 Q4 何時 なんじ
nanji

what time

p.18 Q4 友だち ともだち
tomodachi

friend

p.18 Q4 家族 かぞく
kazoku

family

p.18 Q4 恋人 こいびと
koibito

lover/boyfriend/girlfriend

p.18 Q4 彼氏 かれし
kareshi

boyfriend

p.18 Q4 彼女 かのじょ
kanojo

girlfriend

p.18 Q4 家へ　帰ります いえへ　かえります
Ie e kaerimasu

to return home

p.18 Q4 （6時）ごろ （６じ）ごろ
(roku-ji) goro

at about (6 o'clock)

p.19 Q5 見ます みます
mimasu

to see/to look/to watch
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p.19 Q5 食べます たべます
tabemasu

to eat

p.19 Q5 飲みます のみます
nomimasu

to drink

p.19 Q5 読みます よみます
yomimasu

to read

p.19 Q5 買物します かいものします
kaimonoshimasu

to go shopping

p.19 Q4 靴 くつ
kutsu

shoes

p.19 Q4 買います かいます
kaimasu

to buy

p.19 Q4 何も　（買いませんで
した）

なにも　（かいませんで
した）
nanimo (kaimasendeshita)

(bought) nothing

p.20 Q6 今週 こんしゅう
konshuu

this week

p.20 Q6 来週 らいしゅう
raishuu

next week

p.21 Q7 横浜 よこはま
yokohama

Yokohama [name of place in Kanagawa 
pref.]

p.21 Q7 いいですね。 いいですね。
Iidesu ne.

That's great./That sounds good.

p.21 Q7 たぶん たぶん
tabun

maybe/perhaps

p.21 Q7 そうですか。 そうですか。
Soodesu ka.

I see.

p.21 Q7 まだ　わかりません。 まだ　わかりません。
Mada wakarimasen.

I don't know yet.
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page section 日本語 読み方 英語

p.26 Q1 a. 1人 ひとり
hitori

one person [counter for people]

p.26 Q1 b. 2人 ふたり
futari

two people [counter for people]

p.26 Q1 c. 3人 さんにん
san-nin

three people [counter for people]

p.26 Q1 d. 4人 よにん
yo-nin

four people [counter for people]

p.26 Q1 e. 5人 ごにん
go-nin

five people [counter for people]

p.26 Q1 f. 6人 ろくにん
roku-nin

six people [counter for people]

p.26 Q1 g. 7人 ななにん
nana-nin

seven people [counter for people]

p.26 Q1 h. 8人 はちにん
hachi-nin

eight people [counter for people]

p.26 Q1 i. 9人 きゅうにん
kyuu-nin

nine people [counter for people]

p.26 Q1 j. 10人 じゅうにん
juu-nin

ten people [counter for people]

p.26 Q2 ご家族 ごかぞく
gokazoku

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) family [ご indicates 
respect]

p.26 Q2 何人 なんにん
nan'nin

how many people

p.27 Q3 ～歳 ～さい
~sai

~ years old

p.27 Q3 ①③ おじいさん おじいさん
ojiisan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) grandfather

p.27 Q3 ②④ おばあさん おばあさん
obaasan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) grandmother

p.27 Q3 ⑤ お父さん おとうさん
otoosan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) father

p.27 Q3 ⑥ お母さん おかあさん
okaasan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) mother

p.27 Q3 ⑦ お兄さん おにいさん
oniisan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) older brother

p.27 Q3 ⑧ お姉さん おねえさん
oneesan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) older sister

p.27 Q3 ⑨ 弟さん おとうとさん
otootosan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) younger brother

p.27 Q3 ⑩ 妹さん いもうとさん
imootosan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) younger sister

p.27 Q3 ⑪ 奥さん おくさん
okusan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) wife

p.27 Q3 ⑫⑮ 娘さん むすめさん
musumesan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) daughter

p.27 Q3 ⑬⑯ 息子さん むすこさん
musukosan

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) son

p.27 Q3 ⑭ ご主人 ごしゅじん
goshujin

(your/Mr.--'s/Ms.--'s) husband
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p.28 Q6 ①③ 祖父 そふ
sofu

(my) grandfather

p.28 Q6 ②④ 祖母 そぼ
sobo

(my) grandmother

p.28 Q6 ⑤ 父 ちち
chichi

(my) father

p.28 Q6 ⑥ 母 はは
haha

(my) mother

p.28 Q6 ⑦ 姉 あね
ane

(my) older sister

p.28 Q6 ⑧ 兄 あに
ani

(my) older brother

p.28 Q6 ⑨ 弟 おとうと
otooto

(my) younger brother

p.28 Q6 ⑩ 妹 いもうと
imooto

(my) younger sister

p.28 Q6 ⑪ 妻 つま
tsuma

(my) wife

p.28 Q6 ⑫⑮ 娘 むすめ
musume

(my) daughter

p.28 Q6 ⑬⑯ 息子 むすこ
musuko

(my) son

p.28 Q6 ⑭ 主人 しゅじん
shujin

(my) husband

p.29 Q７ 家族 かぞく
kazoku

(my) family

p.29 Q8 これ これ
kore

this

p.29 Q8 かわいい かわいい
kawaii

cute/pretty

p.29 Q8 （かわいいです）ね。 （かわいいです）ね。
(kawaiidesu) ne.

She is pretty!/She is pretty, isn't she?

p.30 Q9 a. 日本語 にほんご
nihongo

Japanese language

p.30 Q9 b. 銀行 ぎんこう
ginkoo

bank

p.30 Q9 c. 英語 えいご
eego

English

p.30 Q9 d. ⑧ 経営者 けいえいしゃ
kee'eesha

business manager

p.30 Q9 e. 料理 りょうり
ryoori

cooking/dish

p.30 Q9 f. ⑥ 主婦 しゅふ
shufu

housekeeper/homemaker

p.30 Q9 g. ② 教師 きょうし
kyooshi

teacher

p.30 Q9 h. レストラン レストラン
resutoran

restaurant

p.30 Q9 i. 車の　会社 くるまの　かいしゃ
kuruma no kaisha

automobile company

p.30 Q9 j. デパート デパート
depaato

department store

p.30 Q9 k. ⑤ 美容師 びようし
biyooshi

hairdresser
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p.30 Q9 l. ③ 医者 いしゃ
isha

medical doctor

p.30 Q9 m. デザイン デザイン
dezain

design

p.30 Q9 n. ⑦ 学生 がくせい
gakusee

student

p.30 Q9 o. ④ シェフ シェフ
shefu

chef

p.30 Q9 p. ① 会社員 かいしゃいん
kaishain

company employee/office worker

p.31 Q10 （お姉さんの）お仕事
は？

（おねえさんの）　おしご
とは？
(oneesan no) oshigoto wa?

What does (your older sister) work as?  

p.31 Q10 （車の会社）で　働いて
います。

（くるまのかいしゃ）で　
はたらいて　います。
(Kuruma no kaisha) de 
hataraite imasu.

(She) works in (an automobile company).

p.31 Q10 （日本語）の　勉強を　
して　います。

（にほんご）の　べんきょ
うを　して　います。
(Nihongo) no benkyoo o 
shite imasu.

(She) studies (Japanese language).

p.32 Q11 フランス Furansu France

p.32 Q11 イタリア Itaria Italy

p.32 Q11 どこ doko where

p.32 Q11 （アメリカ）に　住んで
います

（アメリカ）に　すんで　
います
(Amerika) ni sunde imasu

to live in (America)
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Unit 03

page section 日本語 読み方 英語

p.36 Q2 友だち ともだち
tomodachi

friend

p.36 Q2 恋人 こいびと
koibito

lover/boyfriend/girlfriend

p.36 Q2 彼氏 かれし
kareshi

boyfriend

p.36 Q2 彼女 かのじょ
kanojo

girlfriend

p.36 Q2 家族 かぞく
kazoku

family

p.36 Q2 ペット ペット
petto

pet animal

p.37 Q3 a. ⑤ 髪 かみ
kami

hair

p.37 Q3 b. ⑦ 耳 みみ
mimi

ear

p.37 Q3 c. ⑥ 目 め
me

eye

p.37 Q3 d. ③ 鼻 はな
hana

nose

p.37 Q3 e. ① まゆ毛 まゆげ
mayuge

eyebrow

p.37 Q3 f. ⑧ 口 くち
kuchi

mouth

p.37 Q3 g. ② 顔 かお
kao

face

p.37 Q3 h. ④ ひげ ひげ
hige

beard

p.38 Q4 a. ⑤Ｂ 長いです ながいです
nagaidesu

long

p.38 Q4 b. ⑤Ａ 短いです みじかいです
mijikaidesu

short

p.38 Q4
c. ⑥Ａ、
⑦Ａ、
⑧Ａ

大きいです おおきいです
ookiidesu

big/large

Q4
d. ⑥Ｂ、
⑦Ｂ、
⑧Ｂ

小さいです ちいさいです
chiisaidesu

small

p.38 Q4 e. ①Ａ 太いです ふといです
futoidesu

thick/heavy

p.38 Q4
f. ①Ｂ、
⑥Ｃ、
②Ｃ

細いです ほそいです
hosoidesu

thin

p.38 Q4 g. ③Ａ 高いです たかいです
takaidesu

high

p.38 Q4 h. ③Ｂ 低いです ひくいです
hikuidesu

low

p.38 Q4 i. ②Ａ 丸いです まるいです
maruidesu

round/circular

p.38 Q4 j. ②Ｂ 四角いです しかくいです
shikakuidesu

square
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p.38 Q4 k. ④Ｂ あります あります
arimasu

there is/are

p.38 Q4 l. ④Ａ ありません ありません
arimasenn

there is not/are not

p.38 Q4 背が　高いです せが　たかいです
se ga takaidesu

tall [body height]

p.38 Q4 背が　低いです せが　ひくいです
se ga hikuidesu

short [body height]

p.38 Q4 太って　います ふとって　います
futotte imasu

fat

p.38 Q4 やせて　います やせて　います
yasete imasu

thin

p.38 Q4 めがねを　かけて　い
ます

めがねを　かけて　いま
す
megane o kakete imasu

wears glasses

p.38 Q4 かわいいです かわいいです
kawaiidesu

cute/pretty

p.38 Q4 きれいです きれいです
kireedesu

beautiful

p.38 Q4 かっこいいです かっこいいです
kakkoiidesu

handsome/cool

p.38 Q5 少し すこし
sukoshi

a little/a bit

p.38 Q5 とても とても
totemo

very

p.39 Q6 わかりました。 わかりました。
Wakarimashita.

I know it.

p.39 Q6 （６）番 （ろく）ばん
(roku) ban

No. (6)

p.40 Q7 だれ dare who

p.40 Q7 この　人は　だれです
か。

この　ひとは　だれです
か。
Kono hito wa daredesu ka.

Who is this?

p.40 Q7 友だちの　エマさん ともだちの　エマさん
tomodachi no Emasan

My friend, Emma.

p.40 Q7 あまり　（高くありま
せん）。

あまり　（たかくありま
せん）。
Amari (takakuarimasen).

It is not so (expensive).

p.40 Q7 （かわいいです）ね。 (Kawaiidesu) ne. She is pretty!/She is pretty, isn't she?

p.40 Q7 どこに　住んで　いま
すか。

どこに　すんで　います
か。
Doko ni sunde imasu ka.

Where does she live?

p.40 Q7 （スイス）に　住んで　
います。

（スイス）に　すんで　い
ます。
(Suisu) ni sunde imasu.

She lives in Switzerland

p.40 Q7 お仕事は？ おしごとは？
Oshigoto wa?

What does she work as?
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p.44 Q1 a. ⑩ 桜 さくら
sakura

cherry blossom/Japanese cherry

p.44 Q1 b. ③ 映画 えいが
eega

movie

p.44 Q1 c. ④ （お）酒 （お）さけ
(o)sake

alcoholic beverage

p.44 Q1 d. ⑫ すし すし
sushi

sushi

p.44 Q1 e. ⑤ （お）土産 （お）みやげ
(o)miyage

souvenir

p.44 Q1 f. ⑦ 花火 はなび
hanabi

fireworks

p.44 Q1 g. ⑨ （お）寺 （お）てら
(o)tera

temple

p.44 Q1 h. ② カラオケ カラオケ
karaoke

karaoke

p.44 Q1 i. ⑪ ボーリング ボーリング
booringu

bowling

p.44 Q1 j. ① ラーメン ラーメン
raamen

ramen noodles

p.44 Q1 k. ⑧ コンサート コンサート
konsaato

concert

p.44 Q1 l. ⑥ スキー スキー
sukii

ski

p.45 Q2 いっしょに いっしょに
isshoni

together

p.45 Q2 食べます たべます
tabemasu

to eat

p.45 Q2 行きます いきます
ikimasu

to go

p.45 Q2 いいですね。 いいですね。
Iidesu ne.

That's great./That sounds good.

p.45 Q2 すみません。ちょっと
……。

すみません。ちょっと
……。
Sumimasen. Chotto......

I'm sorry. But……

p.45 Q2 ex 食べます たべます
tabemasu

to eat

p.45 Q2 ① 飲みます のみます
nomimasu

to drink

p.45 Q2 ② 見ます みます
mimasu

to see/to watch

p.45 Q2 ③ 買います かいます
kaimasu

to buy

p.45 Q2 ④ （テニスを）します （テニスを）します
(tenisu o) shimasu

to do (e.g. play tennis)

p.45 Q2 ⑤ 聞きます ききます
kikimasu

to listen/to hear

p.46 Q3 いつ いつ
itsu

when

p.46 Q3
Q4 土曜日 どようび

do-yoobi
Saturday
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p.46 Q3
Q4 明日 あした

ashita
tomorrow

p.46 Q3
Q4 あさって あさって

asatte
the day after tomorrow

p.46 Q3
Q4 今週 こんしゅう

konshuu
this week

p.46 Q3
Q4 来週 らいしゅう

raishuu
next week

p.46 Q4 3日 みっか
mikka

3rd day

p.46 Q4 8月 はちがつ
hachi-gatsu

August

p.47 Q4 何時 なんじ
nanji

what time

p.47 Q4 会います あいます
aimasu

to meet/to see

p.47 Q4 何時に　会いましょう
か。

なんじに　あいましょう
か。
Nanji ni aimashoo ka.

What time shall we meet?

p.47 Q4 どこ どこ
doko

where

p.47 Q4 どこで　会いましょう
か。

どこで　あいましょう
か。
Doko de aimashoo ka.

Where shall we meet?

p.47 Q4 秋葉原 あきはばら
Akihabara

Akihabara [name of place in Tokyo]

p.47 Q4 （あきはばら）は　どう
ですか。

（あきはばら）は　どうで
すか。
(Akihabara) wa doodesu ka.

How about (Akihabara)?

p.47 Q4 （秋葉原）駅 （あきはばら）えき
(Akihabara) eki

(Akihabara) station

p.47 Q4 南口 みなみぐち
minamiguchi

south exit

p.47 Q4 改札口 かいさつぐち
kaisatsuguchi

ticket gate

p.47 Q4 ハチ公 ハチこう
Hachikoo

Hachiko [=the Hachiko dog statue in 
Shibuya]

p.47 Q4 （ハチ公）の　前 （ハチこう）の　まえ
(Hachikoo) no mae

 in front of (Hachiko)
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p.52 Q1 文化 ぶんか
bunka

culture

p.52 Q1 歌舞伎 かぶき
kabuki

kabuki [=traditional theatrical plays 
performed by male actors]

p.52 Q1 書道 しょどう
shodoo

calligraphy

p.52 Q1 ポップカルチャー ポップカルチャー
poppukaruchaa

pop culture

p.52 Q1 サブカルチャー サブカルチャー
sabukaruchaa

subculture

p.52 Q1 ゲーム ゲーム
geemu

game

p.52 Q1 コスプレ コスプレ
kosupure

cosplay [=costume play/play dress-up]

p.52 Q1 マンガ マンガ
manga

comic

p.52 Q1 食べ物 たべもの
tabemono

food

p.52 Q1 納豆 なっとう
nattoo

natto [=Japanese fermented soy beans]

p.52 Q1 だんご だんご
dango

rice dumpling

p.52 Q1 抹茶 まっちゃ
maccha

green powdered tea

p.52 Q1 すし すし
sushi

sushi

p.52 Q1 ラーメン ラーメン
raamen

ramen noodles

p.52 Q1 キャラクター キャラクター
kyarakutaa

character

p.52 Q1 スポーツ スポーツ
supootsu

sport

p.52 Q1 すもう すもう
sumoo

sumo [=Japanese-style wrestling]

p.53 Q1 もの もの
mono

object

p.53 Q1 人 ひと
hito

person

p.53 Q1 はし はし
hashi

chopstick

p.53 Q1 だるま だるま
daruma

daruma doll [figurine as a lucky charm]

p.53 Q1 漢字 かんじ
kanji

kanji character

p.53 Q1 Tシャツ ティーシャツ
tii-shatsu

T-shirt

p.53 Q1 （漢字の）Tシャツ （かんじの）ティーシャツ
(kanji no) tii-shatsu

T-shirt with prints of (kanji characters)

p.53 Q1 花火 はなび
hanabi

fireworks
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p.53 Q1 （お）寺 （お）てら
(o)tera

temple

p.53 Q1 温泉 おんせん
onsen

hot spring

p.53 Q1 桜 さくら
sakura

cherry blossom/Japanese cherry

p.53 Q1 着物 きもの
kimono

kimono

p.53 Q1 招き猫 まねきねこ
manekineko

cat with a beckoning paw [figurine as a 
lucky charm]

p.53 Q1 忍者 にんじゃ
ninja

ninja

p.53 Q2 持って　います もって　います
motte imasu

have [have got]

p.53 Q2 見ます みます
mimasu

to see/to watch

p.54 Q3 いいですね。 いいですね。
Iidesu ne.

That's great./That sounds good.

p.54 Q3 ほしいです ほしいです
hoshiidesu

want

p.54 Q3 a. します します
shimasu

to do

p.54 Q3 b. 見ます みます
mimasu

to see/to watch

p.54 Q3 c. 買います かいます
kaimasu

to buy

p.54 Q3 d. 読みます よみます
yomimasu

to read

p.54 Q3 e. 作ります つくります
tsukurimasu

to make/to create

p.54 Q3 f. 着ます きます
kimasu

to wear

p.54 Q3 g. 入ります はいります
hairimasu

to enter

p.54 Q3 h. 会います あいます
aimasu

to meet/to see

p.54 Q3 i. 食べます たべます
tabemasu

to eat

p.54 Q3 どこ どこ
doko

where

p.54 Q3
（見る）ことが　できま
す

（みる）ことが　できます
(miru) koto ga dekimasu

be able to (watch/see)

p.54 Q3 上野公園 うえのこうえん
Uenokooen

Ueno-park [a park in Tokyo]

p.55 Q4 行きます いきます
ikimasu

to go

p.55 Q4 そこ そこ
soko

there

p.55 Q4 箱根 はこね
Hakone

Hakone [name of place in Kanagawa Pref.]

p.55 Q4
（箱根）は　いいですよ
ね。

（はこね）は　いいですよ
ね。
(Hakone) wa iidesu yo ne.

(Hakone) is good, isn't it?

p.55 Q4 へえ。 へえ。
Hee.

Well/Oh, really?
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p.55 Q4 でも でも
demo

but/however

p.55 Q4 少し すこし
sukoshi

a little/a bit

p.55 Q4 遠い とおい
tooi

far
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p.60 Q2 イタリア イタリア
Itaria

Italy

p.60 Q2 行きます いきます
ikimasu

to go

p.60 Q2 いいですね。 いいですね。
Iidesu ne.

That's great./That sounds good.

p.60 Q2 ベトナム ベトナム
Betonamu

Vietnam

p.60 Q2 ケニア ケニア
Kenia

Kenya

p.60 Q2 （私）も （わたし）も
(watashi) mo

(I) ~, too.

p.61 Q3 どこ どこ
doko

where

p.61 Q3 どうやって どうやって
dooyatte

how

p.61 Q3 だれ だれ
dare

who

p.61 Q3 いつ いつ
itsu

when

p.61 Q3 今年 ことし
kotoshi

this year

p.61 Q3 1月 いちがつ
ichi-gatsu

January 

p.61 Q3 今年の　1月 ことしの　いちがつ
kotoshi no ichi-gatsu

January of this year

p.61 Q3 2003年 にせんさんねん
nisensan-nen

2003 [year]

p.61 Q3 去年 きょねん
kyonen

last year

p.61 Q3 9月 くがつ
ku-gatsu

September

p.61 Q3 去年の　9月 きょねんの　くがつ
kyonen no ku-gatsu

September of last year

p.61 Q3 先月 せんげつ
sengetsu

last month

p.61 Q3 友だち ともだち
tomodachi

friend

p.61 Q3 兄 あに
ani

older brother

p.61 Q3 彼女 かのじょ
kanojo

girlfriend

p.61 Q3 １人で ひとりで
hitori de

alone

p.61 Q3 飛行機 ひこうき
hikooki

airplane

p.61 Q3 車 くるま
kuruma

car

p.61 Q3 船 ふね
fune

ship
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p.61 Q3 電車 でんしゃ
densha

train

p.61 Q3 自転車 じてんしゃ
jitensha

bicycle

p.61 Q3 歩いて あるいて
aruite

on foot

p.62 Q4 a. ② 買い物しました かいものしました
kaimonoshimashita

went shopping

p.62 Q4 b. ④ 船に　乗りました ふねに　のりました
fune ni norimashita

got on a ship

p.62 Q4 c. ① 写真を　撮りました しゃしんを　とりました
shashin o torimashita

took a picture

p.62 Q4 d. ⑤ 山に　登りました やまに　のぼりました
yama ni noborimashita

climbed a mountain

p.62 Q4 e. ③ 泳ぎました およぎました
oyogimashita

swam

p.62 Q4 f. ⑥ 美術館へ　行きました
びじゅつかんへ　いきま
した
bijutsukan e ikimashita

went to an art museum

p.62 Q5 そうですか。 そうですか。
Soodesu ka.

I see.

p.63 Q6 ピザ ピザ
piza

pizza

p.63 Q7
（イタリア）で　何を　
しましたか。

（イタリア）で　なにを
しましたか。
(Itaria) de nani o 
shimashita ka.

What did you do in (Italy)?

p.63 Q7 そして そして
soshite

and
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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
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p.78 Q1 a. 公園 こうえん
kooen

park

p.78 Q1 b. ショッピングセンター ショッピングセンター
shoppingusentaa

shopping center/mall

p.78 Q1 c. 喫茶店 きっさてん
kisatten

café

p.78 Q1 d. 図書館 としょかん
toshokan

library

p.78 Q1 e. 映画館 えいがかん
eegakan

movie theater

p.78 Q1 f. ゲームセンター ゲームセンター
geemusentaa

game arcade

p.78 Q2 リラックス リラックス
rirakkusu

relax

p.78 Q2 楽しい たのしい
tanoshii

amusing/delightful/fun

p.78 Q2 気持ちが　いい きもちが　いい
kimochi ga ii

feel good

p.79 Q3 セントラルパーク セントラルパーク
Sentorarupaaku

Central Park

p.79 Q3 公園 こうえん
kooen

park

p.79 Q3 好きです すきです
sukidesu

like

p.79 Q3 プレゴ プレゴ
Purego

Prego [name of a café]

p.79 Q3 喫茶店 きっさてん
kissaten

café

p.79 Q4 どこ doko where

p.79 Q4 伊勢丹 いせたん
Isetan

Isetan [name of department store]

p.79 Q4 デパート デパート
depaato

department store

p.79 Q4 あります あります
arimasu

there is/there are

p.79 Q4 新宿 しんじゅく
Shinjuku

Shinjuku [name of place in Tokyo]

p.80-81 Q5 ① 多い おおい
ooi

many/much/large (amount)

p.80-81 Q5 ② 少ない すくない
sukunai

few/small (amount)

p.80-81 Q5 ③ 低い ひくい
hikui

low

p.80-81 Q5 ④ 高い たかい
takai

high

p.80-81 Q5 ⑤ 新しい あたらしい
atarashii

new

p.80-81 Q5 ⑥ 古い ふるい
furui

old

p.80-81 Q5 ⑦ 広い ひろい
hiroi

spacious/broad
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p.80-81 Q5 ⑧ 狭い せまい
semai

narrow

p.80-81 Q5 ⑨ にぎやか にぎやか
nigiyaka

bustling/busy

p.80-81 Q5 ⑩ 静か しずか
shizuka

quiet/calm

p.80-81 Q5 ⑪ 明るい あかるい
akarui

bright

p.80-81 Q5 ⑫ 暗い くらい
kurai

dark

p.80-81 Q5 ⑬ 大きい おおきい
ookii

big/large

p.80-81 Q5 ⑭ 小さい ちいさい
chiisai

small

p.80-81 Q5 ⑮ きれい きれい
kiree

beautiful/clean

p.80-81 Q5 ⑯ 汚い きたない
kitanai

dirty/messy

p.81 Q6 家 いえ
ie

house

p.81 Q6 近く ちかく
chikaku

neighborhood/nearby site

p.81 Q6 （家）の　近く （いえ）の　ちかく
(ie) no chikaku

near (the house)

p.81 Q6 どんな どんな
don'na

what kind

p.81 Q6 そして そして
soshite

and

p.82 Q8 a. ⑥ テーブル テーブル
teeburu

table

p.82 Q8 b. 本棚 ほんだな
hondana

book shelf

p.82 Q8 c. ⑤ いす いす
isu

chair

p.82 Q8 d. 木 き
ki

tree

p.82 Q8 e. ④ ソファー ソファー
sofaa

sofa

p.82 Q8 f. ① 絵 え
e

painting/drawing

p.82 Q8 g. 机 つくえ
tsukue

desk

p.82 Q8 h. ② 花 はな
hana

flower

p.82 Q8 i. ③ ピアノ ピアノ
piano

piano

p.82 Q9 そうですか。 そうですか。
Soodesu ka.

I see.

p.82 Q9 どうして どうして
dooshite

why

p.82 Q9 ～から ～から
~kara

because ~
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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
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p.98 Q1 すみません。 すみません。
Sumimasen.

Excuse me.

p.98 Q1 ショートケーキ ショートケーキ
shootokeeki

shortcake

p.98 Q1 ください。 ください。
Kudasai.

(Could I have) ~, please.

p.98 Q1 チーズケーキ チーズケーキ
chiizukeeki

cheesecake

p.98 Q1 ～つ ～つ
~tsu

[counter word for things]

p.99 Q3 これ これ
kore

this

p.99 Q3 それ それ
sore

that

p.99 Q3 あれ あれ
are

that

p.100 Q4 この この
kono

this (N)

p.100 Q4 その その
sono

that (N)

p.100 Q4 あの あの
ano

that (N)

p.100 Q4 シャツ シャツ
shatsu

shirt

p.100 Q4 かばん かばん
kaban

bag

p.101 Q4 コート コート
kooto

coat

p.101 Q5 セーター セーター
seetaa

sweater

p.101 Q5 下着 したぎ
shitagi

underwear

p.101 Q5 ズボン ズボン
zubon

pants/trousers

p.101 Q5 スカート スカート
sukaato

skirt

p.101 Q5 水着 みずぎ
mizugi

swimwear

p.101 Q5 ジャケット ジャケット
jaketto

jacket

p.101 Q5 くつ くつ
kutsu

shoes

p.101 Q5 ネックレス ネックレス
nekkuresu

necklace

p.101 Q5 ネクタイ ネクタイ
nekutai

necktie

p.101 Q5 マフラー マフラー
mafuraa

muffler/scarf

p.101 Q5 スカーフ スカーフ
sukaafu

scarf
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p.101 Q5 試着します しちゃくします
shichakushimasu

to try on/have a fitting

p.101 Q5
試着しても　いいです
か。

しちゃくしても　いいで
すか。
shichakushitemo iidesu ka.

May I try it  [=clothes] on?

p.101 Q5 します しますshimasu to wear (accessory, hat or glasses etc.)

p.101 Q5
して　みても　いいで
すか。

して　みても　いいです
か。
shite mitemo iidesu ka.

May I try it [=accessory, hat or glasses] 
on? 

p.101 Q5 どうぞ。 どうぞ。
doozo.

Please.

p.102 Q7 すそ すそ
suso

hem

p.102 Q7 サイズ サイズsaizu size

p.102 Q7 値段 ねだん
nedan

price

p.102 Q7 ヒール ヒール
hiiru

heel

p.102 Q7 少し すこし
sukoshi

a little/a bit

p.102 Q7 もっと もっと
motto

more

p.102 Q7 もっと　（小さい）　の もっと　（ちいさい）　の
motto (chiisai) no

a (smaller) one 

p.102 Q7 大きい おおきい
ookii

big/large

p.102 Q7 長い ながい
nagai

long

p.102 Q7 低い ひくい
hikui

low

p.102 Q7 高い たかい
takai

high/expensive

p.102 Q7 安い やすい
yasui

cheap

p.102 Q7 小さい ちいさい
chiisai

small

p.102 Q7 短い みじかい
mijikai

short

p.102 Q7 あります あります
arimasu

there is/there are

p.103 Q7 こちら こちら
kochira

this [formal expression]

p.103 Q7 いかがですか。 いかがですか。
Ikagadesu ka.

How is it?

p.103 Q7 他 ほか
hoka

another

p.103 Q7 デザイン デザイン
dezain

design

p.103 Q7 色 いろ
iro

color

p.103 Q7 サイズ サイズ
saizu

size

p.103 Q7
サイズは　いかがです
か。

サイズは　いかがです
か。
Saizu wa ikagadesu ka.

How is the size?

p.103 Q7 ちょうどいいです choodoiidesu This is the perfect size for me.
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p.108 Q2 これ これ
kore

This

p.108 Q2 プレゼント プレゼント
purezento

present

p.108 Q2 ありがとうございます。 ありがとうございます。
Arigatoogozaimasu.

Thank you.

p.108 Q2 どうぞ。 どうぞ。
Doozo.

Please.

p.108 Q2 開けます あけます
akemasu

to open

p.108 Q2
開けても　いいです
か。

あけても　いいですか。
Aketemo iidesu ka.

May I open it?

p.108 Q2 ぬいぐるみ ぬいぐるみ
nuigurumi

stuffed toy

p.108 Q2 人形 にんぎょう
ningyoo

doll

p.108 Q2 花 はな
hana

flower

p.108 Q2 ケーキ ケーキ
keeki

cake

p.108 Q2 かばん かばん
kaban

bag

p.108 Q2 かわいいです かわいいです
kawaiidesu

cute/pretty

p.108 Q2 きれいです きれいです
kireedesu

beautiful

p.108 Q2 おいしそうです おいしそうです
oishisoodesu

look delicious

p.108 Q2 かっこいいです かっこいいです
kakkoiidesu

cool

p.108 Q2 （かわいいです）ね。 （かわいいです）ね。
(Kawaiidesu) ne.

It is (cute)!/It is (cute), isn't it?

p.109 Q3 今 いま
ima

now

p.109 Q3 何 なに
nani

what

p.109 Q3 ほしいです ほしいです
hoshiidesu

want

p.109 Q5 カード カード
kaado

card

p.109 Q5 あげます あげます
agemasu

to give

p.109 Q5 いっしょに いっしょに
isshoni

together

p.109 Q5 食事します しょくじします
shokujishimasu

to have meal

p.110 Q6 もらいます もらいます
moraimasu

to receive

p.110 Q7 去年 きょねん
kyonen

last year
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p.110 Q7 クリスマス クリスマス
kurisumasu

Christmas

p.110 Q7 母 はは
haha

(my) mother

p.110 Q7 スカーフ スカーフ
sukaafu

scarf

p.110 Q7 そうですか。 そうですか。
Soodesu ka.

I see.

p.110 Q7 バレンタインデー バレンタインデー
barentain

Valentine's day

p.110 Q7 彼女 かのじょ
kanojo

girlfriend

p.110 Q7 チョコレート チョコレート
chokoreeto

chocolate

p.110 Q7 いいですね。 いいですね。
Iidesu ne.

That's great. / That sounds good.

p.110 Q7 何も なにも
nanimo

nothing

p.111 Q8 好きです すきです
sukidesu

like

p.111 Q8 あまり あまり
amari

not ~ very

p.111 Q8 スポーツ スポーツ
supootsu

sport

p.111 Q8 映画 えいが
eega

movie

p.111 Q8 音楽 おんがく
ongaku

music

p.111 Q8 動物 どうぶつ
doobutsu

animal

p.111 Q8 ねこ ねこ
neko

cat

p.111 Q8 甘い物 あまいもの
amaimono

sweet food

p.111 Q8 日本料理 にほんりょうり
nihonryoori

Japanese dish

p.111 Q9 a. テニス テニス
tenisu

tennis

p.111 Q9 b. すし すし
sushi

sushi

p.111 Q9 c. ケーキ ケーキ
keeki

cake

p.111 Q9 d. ホラー ホラー
horaa

horror

p.111 Q9 e. ジャズ ジャズ
jazu

jazz

p.111 Q9 f. 野球 やきゅう
yakyuu

baseball

p.111 Q9 g. 犬 いぬ
inu

dog

p.111 Q9 h. ポップス ポップス
poppusu

pop music

p.111 Q9 i. ねこ ねこ
neko

cat
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p.111 Q9 j. コメディ コメディ
komedii

comedy

p.111 Q9 k. クッキー クッキー
kukkii

cookie

p.111 Q9 l. 天ぷら てんぷら
tempura

tempura [Japanese deep-fried food]

p.112 Q10 どんな どんな
don'na

What kind
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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
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p.126 Q1 ～人 ～にん
~nin

~ people [counter for people]

p.126 Q2 いつ　 itsu when

p.126 Q2 来ます きます
kimasu

to come

p.126 Q2 先週 せんしゅう
senshuu

last week

p.126 Q2 4月 しがつ
shi-gatsu

April

p.127 Q3 生活 せいかつ
seekatsu

life/livelihood

p.127 Q3 どうですか。 Doodesu ka. How is it?

p.127 Q3 a. ④ 楽しいです たのしいです
tanoshiidesu

amusing/delightful/fun

p.127 Q3 b. ⑤ つまらないです tsumaranaidesu boring

p.127 Q3 c. ① 忙しいです いそがしいです
isogashiidesu

busy

p.127 Q3 d. ② 暇です ひまです
himadesu

bored/having nothing to do

p.127 Q3 e. ③ 大変です たいへんです
taihendesu

hard/have a lot of trouble

p.127 Q3 f. ⑥ おもしろいです omoshiroidesu interesting/funny

p.127 Q3 慣れます なれます
naremasu

settle into/get accustomed to

p.127 Q3
（日本の生活に）慣れま
したか。

（にほんのせいかつに）な
れましたか。
(Nihon no seekatsu ni) 
naremashita ka.

Have you become accustomed to (living in 
Japan)?

p.127 Q3 まだ mada yet/still

p.128 Q4 そして soshite and

p.128 Q4 でも demo but/however

p.128-
129 Q4 a. 電車 でんしゃ

densha
train

p.128-
129 Q4 b. スーパー suupaa supermarket

p.128-
129 Q4 c. レストラン resutoran restaurant

p.128-
129 Q4 d. テレビ terebi TV

p.128-
129 Q4 e. ファッション fasshon fashion

p.128-
129 Q4 f. 道 みち

michi
road

p.128-
129 Q4 g. 食べ物 たべもの

tabemono
food

p.128-
129 Q4 h. タクシー takushii taxi

p.128-
129 Q4 i. 店員 てんいん

ten'in
sales assistant
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p.128-
129 Q4 j. 男女 だんじょ

danjo
male and female

p.128-
129 Q4 k. 家 いえ

ie
house

p.128-
129 Q4 l. マンガ manga comic

p.128-
129 Q4 m. 春／夏／秋／冬 はる／なつ／あき／ふゆ

haru/natsu/aki/huyu
spring/summer/autumn/winter

p.129 Q5 ア.⑥ 狭いです せまいです
semaidesu

narrow

p.129 Q5 イ.⑦ 多いです おおいです
ooidesu

many/much/large (amount)

p.129 Q5 ウ.⑪ 暖かいです あたたかいです
atatakaidesu

warm [weather]

p.129 Q5 エ.④ きれいです kireedesu beautiful/clean

p.129 Q5 オ.② 安いです やすいです
yasuidesu

cheap

p.129 Q5 カ.⑰ 親切です しんせつです
shinsetsudesu

kind

p.129 Q5 キ.⑩ 寒いです さむいです
samuidesu

cold [weather]

p.129 Q5 ク.⑤ 広いです ひろいです
hiroidessu

spacious/broad

p.129 Q5 ケ.⑨ 暑いです あついです
atsuidesu

hot [weather]

p.129 Q5 コ.① 高いです たかいです
takaidesu

expensive

p.129 Q5 サ.⑧ 少ないです すくないです
sukunaidesu

few/small (amount)

p.129 Q5 シ.⑫ 涼しいです すずしいです
suzushiidesu

cool [weather]

p.129 Q5 ス.⑮ かわいいです kawaiidesu cute/pretty

p.129 Q5 セ.③ おいしいです oishiidesu delicious/tasty

p.129 Q5 ソ.⑬ おもしろいです omoshiroidesu interesting/funny

p.129 Q5 タ.⑯ かっこいいです kakkoiidesu cool

p.129 Q5 チ.⑭ つまらないです tsumaranaidesu boring

p.129 Q6 国 くに
kuni

country

p.130 Q7 料理 りょうり
ryoori

dish

p.130 Q7 どちら dochira which

p.130 Q7 どちらも dochiramo both

p.130 Q7 辛いです からいです
karaidesu

hot [taste]
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p.134-
135 Q1 a. 旅行 りょこう

ryokoo
travel

p.134-
135 Q1 b. 映画 えいが

eegaa
movie

p.134-
135 Q1 c. 釣り つり

tsuri
fishing

p.134-
135 Q1 d. 絵 え

e
painting/drawing

p.134-
135 Q1 e. 写真 しゃしん

shashin
photograph

p.134-
135 Q1 f. 本 ほん

hon
book

p.134-
135 Q1 g. 料理 りょうり

ryoori
cooking

p.134-
135 Q1 h. スポーツ supootsu sport

p.134-
135 Q1 i. 音楽 おんがく

ongaku
music

p.134-
135 Q1 j. 山登り やまのぼり

yamanobori
climbing a mountain

p.134-
135 Q1 k. ダンス dansu dance

p.134-
135 Q1 i. ゲーム geemu game

p.134-
135 Q1 m. フィギュア figyua figurine

p.134-
135 Q1 n. 楽器 がっき

gakki
musical instrument

p.134-
135 Q1 o. ダイビング daibingu diving

p.135 Q2 好きです すきです
sukidesu

like

p.135 Q2 する suru to do

p.135 Q2 弾く ひく
hiku

to play [a musical instrument]

p.135 Q2 見る みる
miru

to see/to watch

p.135 Q2 書く／描く かく／かく
kaku/kaku

to write/to draw

p.135 Q2 撮る とる
toru

to take (a picture)

p.135 Q2 作る つくる
tsukuru

to make/to create

p.135 Q2 聞く きく
kiku

to listen/to hear

p.135 Q2 読む よむ
yomu

to read

p.135 Q2 歌う うたう
utau

to sing

p.135 Q2 話す はなす
hanasu

to speak/to talk



『WEEKLY J  for Starters 1』Vocabulary lists（English） Unit 14

page section 日本語 読み方 英語

p.135 Q2 乗る のる
noru

to get on/to take a ride 

p.135 Q2 集める あつめる
atsumeru

to collect

p.135 Q2 登る のぼる
noboru

to climb

p.136 Q3 a. テニス tenisu tennis

p.136 Q3 b. ロック rokku rock music

p.136 Q3 c. ケーキ keeki cake

p.136 Q3 d. 小説 しょうせつ
shoosetsu

novel

p.136 Q3 e. ピアノ piano piano

p.136 Q3 f. デザート dezaato dessert

p.136 Q3 g. クラシック kurashikku classical music

p.136 Q3 h. アニメ anime anime

p.136 Q3 i. ポップス poppusu pop music

p.136 Q3 j. マンガ manga comic

p.136 Q3 k. ギター gitaa guitar

p.136 Q3 i. ホラー horaa horror

p.136 Q3 m. ミステリー misuterii mystery

p.136 Q3 n. 柔道 じゅうどう
juudoo

judo

p.136 Q3 o. 野球 やきゅう
yakyuu

baseball

p.136 Q4 どんな don'na what kind

p.137 Q5 よく yoku often

p.137 Q5 毎日 まいにち
mainichi

every day

p.137 Q5 時々 ときどき
tokidoki

sometimes

p.137 Q5 あまり～しません amari ~shimasen not ~ frequently

p.137 Q5 全然～しません ぜんぜん～しません
zenzen ~shimasen

not ~ at all

p.137 Q5 1日 いちにち
ichi-nichi

one day

p.137 Q5 1週間 いっしゅうかん
i-sshuukan

one week

p.137 Q5 1か月 いっかげつ
i-kkagetsu

one month

p.137 Q5 1年 いちねん
ichi-nen

one year

p.137 Q5 １回 いっかい
i-kkai

one time

p.137 Q5 １時間 いちじかん
ichi-jikan

one hour

p.137 Q5 １日 いちにち
ichi-nichi

one day

p.137 Q5 （一週間）に （いっしゅうかん）に
(i-sshuukan) ni

per (week)

p.137 Q5 どのくらい donokurai how often

p.137 Q5 ～回 ～かい
~kai

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

p.137 Q5 ～くらい ~kurai about ~
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p.138 Q6 犬 いぬ
inu

dog

p.138 Q6 きもの kimono kimono

p.138 Q6 アクセサリー akusesarii accessory

p.138 Q6 泳ぐ およぐ
oyogu

to swim

p.138 Q6 キャンプ kyampu camp

p.138 Q6 へえ。 Hee. Well./Oh, really?

p.138 Q7 名前 なまえ
namae

name

p.138 Q7 国 くに
kuni

country

p.138 Q7 誕生日 たんじょうび
tanjoobi

birthday

p.138 Q7 家 いえ
ie

house

p.138 Q7 好きな　食べ物 すきな　たべもの
sukina tabemono

favorite food

p.138 Q7 嫌いな　食べ物 きらいな　たべもの
kiraina tabemono

least favorite food

p.138 Q7 趣味 しゅみ
shumi

hobby

p.138 Q7 何 なに
nani

what
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p.144 Q1 これ kore this

p.144 Q1 どこ doko where

p.144 Q1 高尾山 たかおさん
Takaosan

Mt. Takao [mountain in Tokyo]

p.144 Q1 あります arimasu there is/there are

p.144 Q1 八王子市 はちおうじし
Hachiooji-shi

Hachioji city [city in Tokyo]

p.145 Q2 行きます いきます
ikimasu

to go

p.145 Q2 まだ mada yet/still

p.145 Q2 何 なに
nani

what

p.145 Q2 何で なにで
nani de

by what

p.145 Q2 a. ④ 船 ふね
fune

ship

p.145 Q2 b. ③ 自転車 じてんしゃ
jitensha

bicycle

p.145 Q2 c. ⑤ 車 くるま
kuruma

car

p.145 Q2 d. ① 電車 でんしゃ
densha

train

p.145 Q2 e. ② 飛行機 ひこうき
hikooki

air plane

p.145 Q2 ⑥ 歩いて あるいて
aruite

on foot

p.146 Q3 あのう、すみません。 Anoo, sumimasen. Excuse me.

p.146 Q3 新宿 しんじゅく
Shinjuku

Shinjuku  [name of place in Tokyo]

p.146 Q3
（新宿）へ　行きたいん
ですが、

（しんじゅく）へ　いきた
いんですが、
(Shinjuku) e, ikitaindesu ga, 

I want to go (Shinjuku), but ……

p.146 Q3 どうやって dooyatte how

p.146 Q3
どうやって　行ったら
　いいですか。

どうやって　いったら　
いいですか。
Dooyatte ittara iidesu ka.

How can I get there?

p.146 Q3 秋葉原 あきはばら
Akihabara

Akihabara  [name of place in Tokyo]

p.146 Q3 （秋葉原）から （あきはばら）から
(Akihabara) kara

from (Akihabara)

p.146 Q3 総武線 そうぶせん
Soobu-sen

Sobu-line [a train line in Tokyo]

p.146 Q3 （総武線）で （そうぶせん）で
(Soobu-sen) de

by (Sobu-line)

p.146 Q3 （新宿）まで （しんじゅく）まで
(Shinjuku) made

to (Shinjuku)

p.146 Q3 （新宿）で （しんじゅく）で
(Shinjuku) de

at (Shinjuku)

p.146 Q3 降ります おります
orimasu

to get off/to alight
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p.146 Q3 降りて　ください。 おりて　ください。
Orite kudasai.

Please alight.

p.146 Q3
ありがとうございま
す。

Arigatoogozaimasu. Thank you.

p.147 Q4 京王線 けいおうせん
Keeoo-sen

Keo-line [a train line in Tokyo]

p.147 Q4 乗り換えます のりかえます
norikaemasu

to make a transfer

p.147 Q4
（京王線）に　乗り換え
ます

（けいおうせん）に　のり
かえます
(Keeoo-sen) ni norikaemasu

make a transfer to (Keio-line)

p.147 Q4 高尾山口 たかおさんぐち
Takaosanguchi

Takaosanguchi Station

p.148 Q5 お台場 おだいば
Odaiba

Odaiba [name of a station]

p.148 Q5 代々木 よよぎ
Yoyogi

Yoyogi [name of a station]

p.148 Q5 山手線 やまのてせん
Yamanote-sen

Yamanote-line [a train line in Tokyo]

p.148 Q5 渋谷 しぶや
Shibuya

Shibuya [name of a station]

p.148 Q5 新橋 しんばし
Shimbashi

Shimbashi [name of a station]

p.148 Q5 ゆりかもめ ゆりかもめ
Yurikamome

Yurikamome [a train line in Tokyo]

p.148 Q5 台場 だいば
Daiba

Daiba [name of a station]


