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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.


