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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)


