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page section 日本語 読み方 英語
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]


