
ANSWERS TO THE PRACTICE EXERCISES

Answers to the Practice Exercises

Lesson 1
A. Kanji Review

 1. 一 , 2. 二 , 3. 三 , 4. 四, 5. 五 , 6. 六 , 7. 七 ,  
8. 八 , 9. 九 , 10. 十 , 11. 百 , 12. 千, 13. 万 ,  
14. 円

B. Vocabulary Review

 1. 八百や, 2. せかい一 , 3. 一つ一つ ,  
4. 五りん , 5. 三かく, 6. 四かく, 7. だい二 ,  

8. 七めんちょう, 9. 七ころび八おき ,  
10. せき十じ , 11. しゃく八 , 12. 七五三 ,  
13. 十円だま , 14. だい一に

C. Large Numbers in Japanese
 A.  七千三百五十万 
 B.  六百万九千七十
 C. 八千二万千百
	 Mt. Fuji’s h. in ft.: 12,388

D. Time and Cost

Time Cost

日光 Nikko 二じかん二十ぷん
Example: 2 hours 20 minutes

五千六百三十円
Example: 5,630 yen

鎌倉	Kamakura 五十五ふん
55 minutes

八百九十円
890 yen

京都	Kyoto 二じかん二十一ぷん
2 hours 21 minutes

一万三千七百二十円
13,720 yen

横浜 Yokohama 二十四ぷん
24 minutes

四百五十円
450 yen

奈良	Nara 三じかん三十四ぷん
3 hours 34 minutes

一万四千八百三十円
14,830 yen

広島 Hiroshima 三じかん二十五ふん
3 hours 25 minutes

三万五千三百円
35,300 yen

姫路 Himeji 三じかん八ぷん
3 hours 8 minutes

一万九千十円
19,010 yen

 
E. Most Populous Cities in the World

Ranking City Population (Kanji) Population (Arabic 
numerals)

四 Sao Paulo, Brazil 千七百七十一万一千人 17,711,000

九 Calcutta, India 千二百九十万人 12,900,000

二 Mexico City, Mexico 千八百十三万人 18,130,000

一 Tokyo, Japan 二千八百二万九千人 28,025,000

八 Los Angeles, USA 千三百十二万九千人 13,129,000

六 Shanghai, China 千四百十七万三千人 14,173,000

五 New York City, USA 千六百六十二万六千人 16,626,000

十 Buenos Aires, Argentina 千二百四十三万一千人 12,431,000

七 Lagos, Nigeria 千三百四十八万八千人 13,488,000

三 Mumbai, India 千八百四万二千人 18,042,000

Lesson 2
A. Kanji Review 

 1. 日、2. 月、3. 火、4. 水、5. 木、6. 土、	
7. 王、8. 金、9. 山、10. 田、11. 川

B. Vocabulary Review

 1. 木曜
よう

日、2. 田んぼ、3. 土足
そく

、4. 水着
ぎ

、	

5. 火山、6. お金、7. 王女、8. 小
お

川、9. 積
つみ

木、

10. 花
はな

火、11. 金魚
ぎょ

、12. 休
きゅう

日、13. 桜
さくら

の木

C. Campout Story, Fill in the Blank

 1. 山、2. 木、3. 川、4. 月、5. 水、6. 火、	
7. 金、8. 日、9. 土

D. Guess the Kanji

 1. 水、2. 山、3. 金、4. 木、5. 月、6. 田、	
7. 川、8. 土、9. 日、10. 火

E. Months of the Year 

January　一月 February　二月 March　三月 April　四月

May　五月 June　六月 July　七月 August　八月

September　九月 October　十月 November　十一月 December　十二月

 
F. Annual Japanese Festivals and Holidays 

National Holiday Date Festival Date
New Year’s Day
一月一日

January 1st New Year’s
一月一日〜三日

January 1st to 3rd

Coming of Age Day

一月のだい二月曜
よう

日

The 2nd Monday of 
January

Bean Sowing Festival
二月三日

February 3rd

Constitution Day
二月十一日

February 11th Girls’ Day
三月三日

March 3rd

Vernal Equinox
三月二十一日ごろ

Around March 21st Cherry Blossom Viewing
四月のはじめごろ

Around the 
beginning of April

Shōwa Day
四月二十九日

April 29th Golden Week
四月二十九日から一週間

One week beginning 
April 29

Constitution Day
五月三日

May 3rd Boys’ Day
五月五日

May 5th

Greenery Day
五月四日

May 4th Star Festival
七月七日

July 7th

Children’s Day
五月五日

May 5th Bon Festival
八月十五日ごろ

Around August 15th

Marine Day

七月だい三月曜
よう

日

The 3rd Monday of 
July

7-5-3 Festival
十一月十五日

November 15th

Respect for the Aged Day

九月のだい三月曜
よう

日

The 3rd Monday of 
September

Ōmisoka
十二月三十一日

December 31st

Autumnal Equinox
九月二十三日ごろ

Around September 
23rd

Health and Sports Day

十月のだい二月曜
よう

日

The 2nd Monday  
of October
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Culture Day
十一月三日

November 3rd

Labor Thanksgiving Day
十一月二十三日

November 23rd

Emperor’s Birthday 
十二月二十三日

December 23rd

Lesson 3
A. Kanji Review 

 1. 人、2. 力、3. 男、4. 父、5. 女、6. 母、	
7. 子、8. 好、9. 方、10. 々

B. Common Japanese Last Names 

 1. 八田、2. 千田、3. 金子、4. 三好、	
5. 八木、6. 土田、7. 三木

C. Nationalities 

 1. オーストラリア人、2. ブラジル人、	

3. カナダ人、4. 中
ちゅう

国
ごく

人、5. エジプト人、	

6. フランス人、7. ドイツ人、8. インド人、	

9. イスラエル人、10. 日
に	ほん

本人、11. かんこく人	

12. メキシコ人、13. サウジアラビア人、	

14. スペイン人、15. イギリス人、	

16. アメリカ人

D. Translations of the Review Questions 

 1. ごかぞくはなん人ですか。

 2. 男の子がなん人いますか。

 3. お父さんの（お）なまえはなんですか。

	 4. お父さんは力持
も

ちですか。

	 5. お父さんとお母さんとではどちらがき

びしいですか。

 6. あなたはなに人ですか。

 7. あなたのがっこうには日
に	ほん

本人がいま

すか。

	 8. あなたのがっこうで人気のある人はだ

れですか。

 9. 去
きょ

年の母の日にはお母さんになにを

あげましたか。

 10. 毎
まい　にち

日しゅくだいをしますか。

 11. 子犬
いぬ

をかっていますか。

 12. いぬとねことではどちらの方が好き

ですか。

 13. クラッシックおんがくとロックミュー

ジックではどちらの方が好きですか。

 14. 日
に	ほん

本りょうりと、フランスりょうりと

ではどちらの方が好きですか。

 15. 日
に	ほん

本りょうりのつくり方をしっていま

すか。

E. Interview Your Partner 

 (Own answers)

G. Translations of the Review Questions 

1.	お誕
たん

生
じょう

日は何
なん

月ですか。

2.  つぎの休
やす

みはいつですか。

3.  金曜
よう

日に何
なに

をしますか。

4.  火山を見
み

たことがありますか。

H. Interview Your Partner 

 (Own answers)

B. Japanese Names

 1. 内山、2. 小川、3. 田中、4. 川上、5. 山下、	
6. 大川、7. 下田、8. 中山、9. 大山、10. 内田、
11. 三上、12. 多田、13. 小田、14. 大内、	
15. 木内、16. 中田、17. 山中、18. 小口、	
19. 木下

C. How Many?

 1. 多い、2. 少ない、3. 少ない、4. 少ない、	
5. 多い

D. Translation of the Review Questions

	 1. 大きい車
くるま

と小さい車とでは、どちらの

方が好きですか。

	 2. 左手でひらがなをかくことができます

か。

	 3. あなたは右利
き

きですか。左利きですか。

	 4. バックパックの中に何
なに

がありますか。

	 5. こんばん、しゅくだいが多いですか。

	 6. 夕べ何
なに

をしましたか。

	 7. 映
えい

画
が

かんの外で一時
じ

間
かん

待
ま

ったことがあ

りますか。

 8. あなたの家
うち

は大きいですか。小さいで

すか。

	 9. あなたはスポーツが上手ですか。

	 10. どこでうんどうするのが好きですか。外

ですか。

	 11. しゅうまつに、テレビを一日中見
み

るこ

とがありますか。

	 12. 大人になっても、テレビゲームをしたい

ですか。

	 13. アニメが大好きですか。

	 14. 七夕を知
し

っていますか。

	 15. 日本語
ご

は多少分
わ

かりますか

	 16. あなたは何
なに

が下手ですか。

	 17. この学
がっ

校
こう

では日
に	ほん

本語をとっているせい

とが多いですか。

	 18. 年上のきょうだいがいますか。

	 19. 大工になりたいですか。

E. Interview Your Partner 

 (Own answers)

Lesson 5
A. Vocabulary Review 

 1. 開ける、2. 所、3. 出口、4. 家、5. 入れる、	
6. 正門、7. 閉める、8. 近代、9. 作家、10. 外出、
11. 開会式、12. 名所、13. 校門、14. 閉会式、
15. 最近、16. 記入する、17. 出す、18. 開始、
19. 専門、20. 台所、21. 閉まる、22. 家庭、
23. 場所、24. 出る、25. 近代的、26. 閉店、
27. 出来る、28. 入学する、29. 近所、30. 家計、
31.	開く、32. 家族、33. 入口、34. 近い

B. Translations of the Review Questions

 1.	いつこの学
がっ

校
こう

に入学
がく

しましたか。

 2. あさ何
なん

時
じ

に家を出ますか。

 3. おべんとうをバックパックに入れますか。

 4. デパートは何
なん　じ

時に開きますか。

 5. いつもどこの入口から学校に入りますか。

 6. もう今
きょう

日のしゅくだいを出しましたか。

 7. 新
あたら

しくできたびじゅつかんは近
きん

代
だい

的
てき

な	

たてものですか。

 8. 去
きょ

年
ねん

のなつやすみにゆうめいな所に行
い

きましたか。

 9. 近所の家は大きいですか。

 10. 学校の門
もん

のまえで会
あ

いましょう。

 11. あなたの家ではだれがごみを出しますか。

 12. レストランのりょうりと家庭
てい

りょうりとで

は、どちらの方が好きですか。

 13. 日曜
よう

日に何
なん　じ

時に外出するよていですか。

 14. この近くにバードウォッチングができる

場所がありますか。

 15. からてが出来
き

きますか。

 16. オリンピックの開会式
しき

をテレビで見
み

ま

したか。

C. Interview Your Partner 

 (Own answers)Lesson 4
A. Vocabulary Review 

 1. 一日中、2. 小学生、3. 七夕、4. 大事な、	
5. 年上、6. 多数、7. 工事、8. 下りる、9. 右利き、
10. 左利き、11. 下ろす、12. 下さい、13. 大きい、

14. 少女、15. 工業、16. 中学校、17. 少数、
18. 夕食、19. 上がる、20. 少なくとも、	21. 多
分、22. 海外、23. 中古、24. 右側、25. 屋内、	
26. 多目的、27. 外国語、28. 工場、29. 左側、
30. 上がる、31. 夕べ、32. 外食 
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Lesson 6 
A. More Japanese Vocabulary Related to the Body 

 1. 目がわるい、2. 耳がとおい、	
3. 目がまわる、4. はや口ことば、	
5. うんてん手、6. せん手、7. か手、	
8. から口

B. Translations of the Review Questions 

 1. 好きな歌
か

手はだれですか。

 2. 好きなスポーツ選
せん

手がいますか。だれ
ですか。

 3. あたなは何
なに

が上
じょう

手ですか。

 4. あなたは何
なに

が苦
にが

手ですか。

 5. 私
わたし

たちの日
に

本
ほん

語
ご

のクラスで目がわるい
人はだれですか。

 6. 日本語のはや口ことばを知
し

っています
か。

 7. 日
に

本
ほん

語
ご

のクラスでは、手をあげなけれ
ばなりませんか。

 8. 手品
じな

ができますか。

 9. 辛
から

口の料
りょう

理
り

と甘
あま

口の料
りょう

理
り

とでは、ど
ちらの方が好きですか。

 10. パンの耳が好きですか。

 11. あなたの町
まち

の人口は何人ですか。

C. Interview Your Partner 

 (Own answers)

D. Languages of the World 

Rank Language Language Name in Japanese Number of Native-Speakers

五 Arabic アラビア語 206,000,000

七 Bengali ベンガル語 171,000,000

一 Chinese (Mandarin) 中国語 873,000,000

四 English 英
えい

語 309,350,000

十 German ドイツ語 95,400,000

二 Hindu ヒンディー語 366,000,000

九 Japanese 日本語 122,400,000

六 Portuguese ポルトガル語 177,500,000

八 Russian ロシア語 145,000,000

三 Spanish スペイン語 322,300,000

Lesson 8
 Let’s Review
 1. can see, 2. to remember, 3. folk tales,  

4. language,  5. conversation, 6. dialect,  
7. can hear, 8. conference, tournament,   
9. to talk, 10. story, tale,  11. intentio,  
12. Japanese language, 13. cherry 
blossom viewing, 14.newspaper

A. Kanji Review 

 1. 聞、2. 見、3. 思、4. 言、5. 語、6. 話、7. 会

B. Vocabulary Review 

 1. 見物
ぶつ

、2. 言う、3. 見える、4. 日本語、	

5. 会話、6. 昔
むかし

話、7. 大会、8. 話す、9. 聞こ

える、10. 花
はな

見、11. 思い出す、12. 話、13. 方

言、14. 世
せ

話、15. 機
き

会、16. 語る、17. 思う、

18. 聞く、19. 意
い

思、20. 物
もの

語、21. 会館
かん

、	

22. 笑
わら

い話、23. 聞き手、24. 思い出、	

25. 集
しゅう

会、26. 言語、27. 見る、28. 神
しん

話、

29. 単
たん

語、30. 新
しん

聞、31. 会う、32. 外国語

C. Odd One Out

 1. ラジオ、2. やきとり、3. あたま、4. 木、	
5. イヤホン

Lesson 7
A. Kanji Review

 1. 寺、2. 時、3. 半、4. 間、5. 分、6. 今、7. 何
なに

、
8. 年、9. 回、10. 毎

B. Vocabulary Review 

 1.	一時、2. 間に合う、3. 分かる、	

4. 何
なん　じ

時ですか、5. 今日、6. 後
こう

半、7. 清
きよ

水寺、	

8. 時間、9. 自
じ

分、10. 今
け さ

朝、11. 半島
とう

、	

12. 金閣
かく

寺、13. 何
なん

度
ど

、14. 半分、15. 十分、

16. 何
なに

か

C. Common Japanese Last Names 

 1. 半田、2. 小出、3. 寺内、4. 寺田、5. 門田、	
6. 今川、7. 田所、8. 今田

D. Ayaka’s High School Class Schedule 

  1.  Wednesday and Saturday 
 2.  Six days

  3. 9:40
  4. Four days
  5. Thursday
  6. Physical Education
  7. 10: 40
  8.  English
  9. 1 hour and 50 minutes
  10. Homeroom

E. How Many Times? 

 (Own answers)

F. Translations of the Review Questions

 1. たいてい何
なん

時
じ

におきますか。

 2. いつも一時間目のクラスに間に合いま

すか。

 3. 今日何のクラスがありますか（ありまし

たか）。

 4. （あなたは）何曜
よう

日に日本語
ご

のクラス

がありますか。

 5. 日本語のクラスは何
なん　じ

時からですか。

 6. （あなたの）日本語のクラスにはせいと

が何人いますか。

 7. 日本語の先
せん

生
せい

は何人ですか。

 8. スペイン語が分かりますか。

 9. 今年のすうがくのしゅくだいはむずかし

いですか。

 10. 今日三時半から何
なに

をするよていですか。

 11. 日本にりょこうをするのに十分なお金が

ありますか。

 12. 毎日ながい時間おんがくをききますか。

 13. 自分のへやにテレビがありますか。

 14. 小学校の時に学校にあるいて行
い

きまし

たか。

 15. お寺に行ったことがありますか。

G. Interview Your Partner 

 (Own answers)

E. Commonly Mistaken Kanji

 1. 四、2. 人、3. 開、4. 今、5. 中、6. 千、	
7. 目、8. 大、9. 聞、10. 金、11. 小、12. 思、	
13. 万、14. 上、15. 回、16. 門、17. 少、	
18. 火、19. 水、20. 内

F. Say, Think, and Ask

 1（思う）、8（言う）、7（聞いた）、	
10（思う）、9（聞いた）、11（思う）、	
2（言う）、4（思う）、14（聞いた）、	
6（言った）、15（聞いた）、13（言った）、	
3（聞く）、12（言った）、5（思う）

G. Translations of the Review Questions 

 1. こわい話が好きですか。
 2. 一か月に何回えいがを見ますか。

 3. 一日に何
なん

時
じ

間
かん

でんわで話しますか。

 4. 一ばんさいしょの思い出は何ですか。

 5. 一さいの時のことを思い出すことが出き

ますか。

 6. 何年間日本語をべんきょうしましたか。

 7. 何語を話せますか。

 8. お母さんは話しやすいですか。

 9. お父さんは毎日新
しん

聞
ぶん

を読
よ

みますか。

 10. あなたのベッドルームのまどから何
なに

が

見えますか。

 11. 日本語のきょうしつから何
なに

が見えますか。

 12. スポーツの大会に出たことがありますか。

 13. 親
しん

友
ゆう

にはどこで出会いましたか。

 14. いつも思っていることをはっきり言いま

すか。 
H. Interview Your Partner 

 (Own answers)
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Lesson 9
A. Kanji Review

 1. 生、2. 先、3. 私、4. 友、5. 学、6. 校、	
7. 本、8. 字、9. 文、10. 対、11. 書、12. 化、	
13. 公、14. 立

B. Vocabulary Review 

 1. 生け花
ばな

、2. 大学、3. 大文字、4. 文学、	

5. 天文学、6. 目立つ、7. 行
い

き先、8. 私立校、	

9. 学ぶ、10. 校正
せい

、11. 本州
しゅう

、12. 文化、	

13. お化け、14. 自
じ

立、15. 生きる、16. 私たち、
17. 学生、18. ローマ字、19. に対して、	
20. 書く、21. 公立の、22. 人生、23. 日本、
24. 小学校、25. 私立大学、26. 先月、27. 友人、
28. 先に、29. 友だち、30. 学校、31. 先生

C. Japanese Last Names 

 (2) Tomoda san, (4) Hitomi san, (1) Futami 
san, (5) Tsuchimoto san, (3) Kumon san 

D. Japanese School System

 1. 小学一年、2. 小学二年、3. 小学三年、	
4. 小学四年、5. 小学五年、6. 小学六年、	
7. 中学一年、8. 中学二年、9. 中学三年、	
10. 高一年、11. 高二年、12. 高三年、	
13. 大学一年、14. 大学二年、15. 大学三年、	
16. 大学四年

E. Commonly Mistaken Kanji 

 1. 校、2. 友、3. 書、4. 学、5. 先、6. 対、	
7. 本、8. 公、9. 字、10. 生、11. 立、12. 文、	
13. 化、14. 私

F. Translations of the Review Questions

 1. どんな本が好きですか。
 2. （お）休みに本をよみますか。
 3. 日本の文学をよんだことがありますか。

 4. 日本の文化の何
なに

が好きですか。 
 5. 生け花を見たことがありますか。

 6. 英
えい

語の先生は、作
さく

文をすぐになおして
かえしてくれますか。

 7. 先生の下のなまえは何ですか。
 8. 時 日々本語をローマ字で書きますか。

 9. 年をとっている人も外国
こく

語を学ぶことが
できますか。

 10. 日本人の友だちがいますか。
 11. どこで生まれましたか。
 12. このまちに私立校は多いですか。
 13. 公立大学と私立大学とでは、どちらに

行
い

きたいですか。
 14. ホンダの車をもっている人をしっていま

すか。
 15. 日本語で手紙を書いたことがあります

か。
 16. 毎年クリスマスカードを書きますか。
 17. お化けがこわいですか。
 18. せいようのお化けと　日本のお化けは

　どこがちがいますか。

G. Interview Your Partner

 (Own choices)

H. Read and Respond

 (Own choice)

Lesson 10
 Let’s Review

 1. 犬、2. 子犬、3. 鳥、4. 小鳥、5. 馬、	
6. 子馬、7. 羊、8. 子羊、9. 牛、10. 子牛

 
A. Vocabulary Review 

 1. 本の虫、2. 水虫、3. 鳥肉、4. 馬力、	

5. 魚屋
や

、6. 泣
な

き虫、7. 牛肉、8. 金魚、9. 番
ばん

犬、

10. 乗
じょう

馬、11. 羊の肉
にく

、12. 白
はく

鳥、13. 弱
よわ

虫、

14. 七面
めん

鳥、15. 一石
せき

二鳥、16. 馬車
しゃ

B. Zodiac Animals
 (Own answers)

C. Japanese Names

 1. 犬山、2. 牛島
じま

、3. 牛山、4. 鳥山

D. Translations of the Review Questions

 1. 犬をかっていますか。

 2. 金魚をかったことがありますか。

 3. 乗
じょう

馬が出来ますか。

 4. 魚つりが上手ですか。

 5. 魚を食べるのが好きですか。

 6. 肉をりょうりすることが出来ますか。

 7. 牛肉と鳥肉とでは、どちらの方が好きで

すか。

Lesson 11
 Let’s Review

 1. 来る、2. 行く、3. 帰る、4. 待つ、5. 持つ、	
6. 食べる、7. 米、8. 良い、9. 白い、10. 番、
11. 物

A. Vocabulary Review 

 1. 米国
こく

、2. 一番、3. 行う、4. 見物、	

5. 食べ物、6. 日帰り、7. 待ち合わせる、	

8. 来年、9. 気
き

持ち、	10. 面
おも

白い、		

11. 良さそう、12. 買
か

物、13. テレビ番組
ぐみ

、	

14. 行事
じ

、15. 白黒
くろ

、16. 米屋
や

、17. 来月、	

18. 食事
じ

、19. 南
なん

米、20. 良く、21. 和
わ

食、	

22. 金持ち、23. 当
とう

番、24. 不
ふ

良品
ひん

、	

25. 来客
きゃく

、26. 動
どう

物、27. 番犬、28. 出来る、

29. 期
き

待、30. 帰国
こく

する、31. 旅
りょ

行、32. 荷
に

物、

33. 日米、34. 持って行く、35. 三番目、	

36. 夕食、37. 物語

B. Commonly Mistaken Kanji – Lessons 10 & 11

 1. 牛、2. 帰、3. 白、4. 犬、5. 良、6. 虫、	
7. 待、8. 鳥、9. 物、10. 持、11. 米、12. 馬、	
13. 番、14. 魚、15. 来、16. 羊、17. 食、18. 行

C. Japanese Last Names 

 1. 白川、2. 持田、3. 白鳥、4. 白木、5. 白田

D. Translations of the Review Questions

 1. 和食をよく食べますか。

 2. 時々和
わ

食を作
つく

りますか。

 3. 日本の米はどこでかうことが出来ますか。

 4. 一年に何回旅
りょ

行しますか。
 5. 人を待てますか。
 6. あなたの学校には、どんな行事が行わ

れますか。
 7. 日本のアニメは面白いと思いますか。
 8. あなたは先生が言っていることが良くわ

かりますか。
 9. 来年も日本語をべんきょうするつもりで

すか。
 10. 一番好きなテレビ番ぐみは何ですか。
 11. 日本の物語をよんだことがありますか。
 12. きょうとを見物をしたいと思いますか。

 13. 週
しゅう

末
まつ

は、いつもよりおそく家に帰って
もいいですか。

 
E. Interview a Partner

 (Own answers)

Lesson 12 
A. Kanji Review

 1. 雨、2. 雪、3. 電、4. 風、5. 元、6. 天、	
7. 気

B. Vocabulary Review 

 1. 天才、2. 元 、々3. 人気がある、4. 電気、	
5. 病気、6. 気をつける、7. 元日、8. 天使、	
9. 電池、10. 気付く、11. 空気、12. 初雪、	
13. 元気な、14. 電話、15. 足元、16. 雨戸、	
17. 天国、18. 気持ち、	19. 電車、	20. 雨上が
り、21. 雪まつり、22. 手元

C. Translations of the Review Questions

 1. 今日は一日中、良い天気ですか。

 2. おきなわは、雨がたくさん降
ふ

りますか。
 3. 雨の時、かさをさしますか。
 4. 台風をけいけんしたことがありますか。
 5. 雪がふったら、どんなことをしたいで

すか。
 6. 雪であそぶことがありますか。
 7. 電車にのったことがありますか。
 8. 一日に何時間電話で話しますか。

 9. あなたの兄
きょう

弟
だい

は、長
なが

電話をしますか。
 10. おじいさんとおばあさんは、お元気で

すか。

 8. 「一
いっ

石
せき

二
に

鳥
ちょう

」と言うことわざをしってい
ますか。

 9. あなたの家族
ぞく

には本の虫がいますか。
 10. 虫がきらいですか。
 11. あなたは子どもの時、泣き虫でしたか。

E. Interview Your Partner

 (Own answers)
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Lesson 13
A. Kanji Review

 1. 石、2. 早、3. 草、4. 花、5. 林、6. 森 

B. Commonly Mistaken Kanji Characters  
(Weather and Nature)

  1. 林、2. 雨、3. 電、4. 石、5. 雪、6. 風、	
7. 早、8. 元、9. 森、10. 天、11. 花、12. 気、	
13. 草

C. Japanese Last Names

 1. 花田、2. 草間、3. 中林、4. 林田、	
5. 石川、6. 大森、7. 石山、8. 早川、	
9. 立石、10. 森下、11. 森元、12. 林、	
13. 森山、14. 大林、15. 立花、16. 白石、	
17. 石森、18. 森川、19. 上林、20. 今林、	
21. 森、22. 小林、23. 中森、24. 石田、	
25. 大石

D. Translations of the Review Questions

1. 日本語の早口ことばを知
し

っていますか。

2. 「一石二鳥」は、どういういみ(meaning)
ですか。

3. 「木を見て森を見ず」のれい（example）
は、何ですか。

4. 学校で熱
ねっ

帯
たい

雨林についてべんきょうし

ましたか。

5. 日本の石庭についてどう思いますか。

6. 日本とアメリカの国の花は同
おな

じですか。

7. 東
とう

京
きょう

では、さくらは、いつ開花しますか。

8. 朝
あさ

早くおきますか。

9. 日本人に特
とく

有
ゆう

の仕草は何ですか。

E. Interview a Partner

 (Own answers)

 11. あなたの家
か

族
ぞく

は、元日に何
なに

をしますか。

何
なに

か、特
とく

別
べつ

なしゅうかんがありますか。
 12. えびの天ぷらを食べたことがありま

すか。
 13. アインシュタインは本

ほん

当
とう

に天
てん

才
さい

でし
たか。

 14. この学校で、人気がある人は、だれで
すか。

 15. あなたは、病
びょう

気
き

になったら、何
なに

をしま
すか。

 16. 生徒
と

がガムをかむと、あなたの先生は
気が付きますか。

D. Interview a Partner

 (Own answers)

 8. 中東へ旅行したことがありますか。
 9. 北京ダックを食べたことがありますか。

 10. あなたの住
す

んでいる市の市長のなま
えをしっていますか。

 11. 「書道」とは何
なに

か、知っていますか。
 12. あなたの母国語は、何ですか。

E. Interview a Partner

 (Own answers)

Lesson 15 
A. Kanji Review 

 1. 足、2. 走、3. 起、4. 止、5. 正、6. 歩、	
7. 休、8. 体、9. 指、10. 背、11. 自、12. 鼻、	
13. 寝 

B. Vocabulary Review

 1. 二足、2. 正しいこたえ、3. 六時半に起きる、
4. ゆっくり歩く、5. 雨が止んだ、6. 指がいたい、
7. 背が高い、8. A を目指す、	9. 電車が止まっ

た、10. しあいを中止する、	11. 右足、12. 休
み時間、13. お正月、14. がっこうに歩いて行

く、15. 背中、16. 自分、17. こたえを指す、
18. 五千円で足りる、	19. つよい体、20. 車を

止める、21. 早寝早起き、	22. 五キロを走る、
23. 寝る時間、	24. 休み、25. よく寝る、		
26. がっこうを休む、27. 鼻水が出る、	

28. 行き止まり、29. 大体六十才、	30. 止ま

れ！

C. Translations of the Review Questions 

 1. 日本への旅行に二しゅう間行くのに、	

	 三千ドルで足りますか。
 2. 走ることが好きですか。
 3. あなたの家の近くにバスが止まりますか。
 4. あなたは、時々学校に歩いて行きますか。
 5. 今日だれがお休みですか。
 6. つぎのお休みには、何

なに

をするつもりです	

	 か。
 7.  どんな人を目指していますか？
 8.  早寝早起きしていますか。

D. Interview Your Partner 
(Own answers)

Lesson 16
A. Kanji Review

 1. 新、2. 古、3. 美、4. 若、5. 長、6. 太、	
7. 高、8. 安、9. 楽、10. 明、11. 広、12. 有、	
13. 名、14. 前、15. 後

B. Commonly Mistaken Kanji

 1. 有、2. 太、3. 楽、4. 高、5. 明、6. 新、	
7. 広、8. 安、9. 古、10. 名、11. 若、12. 前、	
13. 美、14. 後、15. 長

C. Vocabulary Review 

 1. 長い足、2. 市長、3. 安い車、4. 安心する、	
5. 古い本、6. 新聞、7. 長男、8. 楽しじゅぎょ
う、	9. 高校、	10. 若い先生、11. 新しい友だ
ち、12. サッカーを楽しむ、13. 明るいへや、	
14. 長女、15. 長さ、16. 明日、17. 楽ないす、
18. 中古、19. 高いくつ、20. 広い家、21. 美し
いえ、	22. 太っている犬、	23. 名所、24. 十年
後、25. 私の名前、26. 有名な人、27. 学校の
後で、28. じゅぎょうの前、29. 三年前

E. Common Japanese Last Names

 前田、６、B
 高木、１、C
 広田、５、F
 古川、２、E
 若林、４、D
 太田、３、A
 
F. Translations of the Review Questions

 1. 今年新しい友だちができましたか。

 2. 一週
しゅう

間に何回新聞を読みますか。

 3. あなたの英語の教
きょう

科
か

書は古いですか。
 4. 中古車を運転していますか。

 5. どんな絵
え

が美しいと思いますか。 
 6. あなたのおじいさんとおばあさんは若

いですか。
 7. 長いかみのけが好きですか。 
 8. 長男／長女で生まれた方がいいと思い

ますか。
 9. 太っている人がたくさんいますか。
 10. あなたのくつは、高かったですか。

Lesson 14
A. Kanji Review

 1. 旅、2. 車、3. 首、4. 道、5. 駅、6. 町、	
7. 市、8. 京、9. 玉、10. 国、11. 北、12. 南、	
13. 西、14. 東

B. Commonly Mistaken Kanji 

 1. 北、2. 旅、3. 車、4. 南、5. 首、6. 京、	
7. 道、8. 西、9. 玉、10. 駅、11. 町、12. 市、
13. 国、14. 東

C. Vocabulary Review 

 1. 関東、2. 車いす、3. 手首、4. 山道、	
5. 東京駅、6. 町田、7. 市長、8. 京都、	
9. 十円玉、10. 中国、11. 北口、12. 南口、	
13. 西口、14. 東口、15. 旅費、16. 自転車、
17. 足首、18. 近道、19. 駅員、20. 町外れ、
21. 市立、22. 東京行き、23. 水玉、	

24. 国内、25. 北部、26. 南アメリカ、	
27. 西洋、28. 中東、29. 旅行、30. 電車、	
31. 駅長、32. 港町、33. 市外電話、	34. 北京、
35. 神道、36. 南アフリカ、	37. 大西洋、	
38. 東洋、39. 旅館、40. 風車、	41. 駅名、	
42. 町内会、43. 市場、44. お手玉、45. 国語、
46. 北海道、	47. 洗車、48. 書道、49. お年玉、
50. 天国、	51. 南部、52. 玉ねぎ、53. 母国語

D. Translations of the Review Questions

 1. 学校への近道をしっていますか。

 2. あなたは自
じ

転
てん

車を持っていますか。
 3. 学校の近くに駅がありますか。
 4. 一年に何回旅行をしますか。
 5. 外国へ旅行をしたいですか。
 6. 日本のおみやげがありますか。
 7. 中国りょうりが好きですか。
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 11. いつこの高校に来ましたか。
 12. 安い車がほしいですか。

 13. あなたの数
すう

学のじゅぎょうは楽しい	

ですか。
 14. クラスで一番明るい人はだれですか？	

どうしてですか。
 15. あなたの家は広いですか。

 16. 駿
はやお

宮
みや

崎
ざき

さんと明
あきら

黒
くろ

澤
さわ

さんでは、	

だれの方が有名ですか。 
 17. 自分の名前を漢字で書くことができ	

ますか。
 18. 学校の後でたいてい何

なに

をしますか。

G. Interview Your Partner

 (Own answers)

Lesson 17
A. Vocabulary Review

 1. 持ち主、2. お姉さん、3. 弟、4. 様、	
5. 様 、々6. 兄、7. 未来、8. 主人、	
9. お兄さん、10. 姉、11. 家族、12. 兄弟、	
13. 妹、14. 様子、15. 姉妹、16. 弟子、	
17. この様に、18. 父兄、19. 未知、	
20. 主に、21. 姉妹校、22. ご主人

B. Vocabulary Writing – Describe Your Family

 (Own answers)

C. Translations of the Review Questions

 1. ご家族は何人ですか。
 2. ここに	田中様はいますか。
 3. 日本人の様におはしで食べることができ

ますか。
 4. 大学では、主に何を勉強したいですか。
 5. あなたの家の前の持ち主は、だれでし

たか。
 6. 田中さんのご主人は、英語が話せま

すか。
 7. 未来の車は電気で走ると思いますか。
 8. 未知の国に旅行したいですか。

 9. あなたの妹さんは、あなたの音楽の本
をよくかりますか。

 10. お姉さんは、あなたに時々料理をしてく
れますか。

 11. 姉妹校にどんなプレゼントをさしあげま
しょうか。

 12. あなたの弟は、はやく走ることができま
すか。

 13. お兄さんは、けっこんしていますか。
 14. 兄弟でよくかんかをしますか。

D. Interview Your Partner

 (Own answers)

E. Read and Respond

 1. Attending a university in Japan, 
 2. November 23rd, 
 3. Wednesday, 
 4. 7:00 to 8:30, 
 5. Room 103
 6. Instructions, information, advice  
 7. Principal, counselors, and graduates 
 8. Juniors and seniors 
 9. In case one has questions about the meeting 

Lesson 18
A. Kanji Review 

 1. 住、2. 室、3. 和、4. 洋、5. 部、6. 屋 

B. Commonly Mistaken Kanji

 1. 和、2. 屋、3. 住、4. 部、5. 室、6. 洋

C. Vocabulary Review

 1. 和食、2. 私の住所、3. 洋室、4. 東洋、	
5. 大西洋、6. 私の部屋、7. 日本に住んで
いる、8. 先生のお住まい、	9. 洋食、	10.	デ
パートの屋上、11. 屋外プール、12. 西洋、	

13. 和室、14. 魚屋、15. 本屋、16. コンピュー
ターの部分	17. ケーキの一部、18. 室内

D. Japanese Last Names 

 和田 d, 安部 f, 川部 b, 中屋 c, 土屋 e, 和歌
山 a

E.  Translations of the Review Questions

 1. 和食が好きですか。
 2. 日本人はよく洋食を食べると思いますか。
 3. 和室に入ったことがありますか。

 4. 化学の教
きょう

室は、どこにありますか。

 5. 学校の住所を知っていますか。
 6. あなたは、どこに住んでいますか。
 7. あなたの部屋にテレビがありますか。
 8. 今日、本屋に行きましょう。

F. Interview Your Partner

 (Own answer)

G. Read and Respond

 (Own answer)

Lesson 19 
A. Kanji Review 

 1. 知、2. 科、3. 教、4. 枚、5. 英、 6. 音、	
7. 勉、8. 強、9. 漢、10. 紙、11. 絵

B. Commonly Mistaken Kanji 

 1. 強、2. 枚、3. 漢、4. 教、5. 英、6. 絵、	
7. 科、8. 音、9. 紙、10. 勉、11. 知

C. Vocabulary Review 

 1. 一枚の紙、2. へんな音楽、3. 英国、	
4. 父の知人、5. 知りません、	6. 大好きな科
目、7. 漢字を勉強する、	8. うるさい音、	
9. 教会、10. 和紙、	11. 力強い書き方、	
12. 先生に知らせる、	13. 白い紙、	
14. 美しい絵、15. 教科書、	16. 英語、	
17. 日本語を教える、	18. 友だちへの手紙、
19. 強いチーム、	20. 科学の教室

D. Translation of Review Questions

 1 一番好きな学校の科目は何ですか。	
 2 あなたの科学の教室は広いですか。
 3 あなたの学校の教科書はおもいですか。
 4 漢字は読みにくいと思いますか。
 5 毎日日本語を勉強しますか。
 6 学校を休む時に先生に知らせますか。
 7 英語のレポートを紙で出しますか、そ

れとも e メールで出しますか。
 8 どんな音楽が好きですか。
 9 絵をかくことが、上手ですか。	
 10 州の知事の名前を知っていますか。
	
E. Interview Your Partner

 (Own answers)

F. Read and Respond

 1. わだ /Wada、2. Twenty years ago, 3. Mail 
correspondence, 4. She could not speak 
English, so various things were difficult for 
her, 5. Two, 6. Science 

Lesson 20 
A. Kanji Review 

 1. 肉、2. 反、3. 飯、4. 飲、5. 味、6. 料、	
7. 理、8. 由

B. Commonly Mistaken Kanji

 1. 味、2. 飲、3. 料、4. 肉、5. 理、6. 反、7. 由、
8. 飯

C. Vocabulary Review 

 1. 自由時間、	2. 飲み物、3. 反対がわ、	
4. 理由、5.	白いご飯、6. 牛肉、7. 心理学、	
8. いい味、9. 水を飲む、10. 反対する、	
11. 日本料理、12. 電車料金、13. 反対語、
14. 西洋料理

D. Translations of the Review Questions

 Translations of the Review Questions These 
questions are Japanese translations of the 

Review Questions on the prior page. Use them 
to check your translations. Remember there are 
often many correct ways to translate a sentence.

 1. あなたは、毎日肉を食べますか。
 2. 学校のきそくに反対ですか	。理由を

説
せつ

明
めい

してください	。		

 3. 白いご飯が好きですか。
 4. 日本のお茶を飲んだことがありますか。

 5. 甘
あま

いのと塩
しお

辛
から

いのとでは、どちらの方
が好きですか。

 6. 日本料理の作り方を知っていますか。

E. Interview Your Partner

 (Own answer)

F. Read and Respond 

 (Own answer)
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Lesson 21 
A. Kanji Review 

 1. 色、いろ、2. 赤、あか、3. 青、あお、	
4. 黒、くろ、5. 茶、ちゃ、6. 黄、き、	
7. 横、よこ、8. 銀、ぎん

B. Commonly Mistaken Kanji

 1. 黒、2. 黄、3. 赤、4. 茶、5. 色、6. 銀、	
7. 青、8. 横

C. Vocabulary Review 

 1. 茶室、2. 青年、3. 赤十字、4. 横浜
はま

、5. 黄

色いブーツ	6. 色 、々7. お茶、8. 横
おう

断
だん

歩
ほ

道
どう

、	

9. 赤い靴
くつ

、10. 黒ねこ、11. 好きな色、12. 金

色のネックレス、13. 銀行、14. 茶色いジャケッ

ト、15. 青いシャツ、16. 赤道、17. 茶道

D. Describing What Someone is Wearing

 (Own answers)

E. Translations of the Review Questions

 1. 一番好きな色は何ですか。 
 2. 色 な々本をよみますか。
 3. 赤ちゃんの時をおぼえていますか。
 4. 今、青いシャツをきている人は、だれ

ですか。
 5. 茶道について勉強したことがありま	

すか。
 6. 日本のお茶が好きですか。

 7. 道をわたる時に横断
だん

歩道を使いますか。

F. Interview Your Partner

 (Own answers)

G. Read and Respond 

 (Own answer)

Lesson 22 
A. Kanji Review

 1. 春、2. 夏、3. 秋、4. 冬、5. 朝、6. 昼、7. 晩、
8. 夜、9. 午、10. 週、11. 末、12. 期 

B. Commonly Mistaken Kanji 

 1. 週、2. 晩、3. 夏、4. 秋、5. 夜、6. 春、7. 昼、
8. 午、9. 末、10. 冬、11. 期、 12. 朝

C. Vocabulary Review 

 1. 来週、2. 晩ご飯、3. 夏休み、4. 十二月末、5. 
先週、6. 今晩、7. 昼ご飯、8. 期間、	
9. 週末、10. 春分の日、11. 昼寝、12. 学期、	
13. 午前、14. 今朝、15. 春休み、16. 今週、	
17. 朝ご飯、18. 期末試験、19. 夜中、20. 暑
い夏、21. 毎朝、22. 一週間、23. 午後、	
24. 夏のオリンピック、25. 正午、26. 冬のオ
リンピック、27. 秋分の日、28. 夜、29. 午前中、
30. さむい冬

D. Translations of the Review Questions 

 1. 春休みには、何をしましたか。
 2. 夏のオリンピックと冬のオリンピック

とでは、どちらの方が好きですか。
 3. 夏と冬の真ん中の日は何というか知っ

ていますか。
 4. 毎朝、朝食を食べますか。	
 5. 週末、時々昼寝をしますか。

 6. 今晩、宿
しゅく

題
だい

がたくさんありますか。
 7. 一週間に何時間ぐらいテレビを見ま	

すか。
 8. 日本語の期末試験はいつですか。　

E. Interview Your Partner 

 (Own answers)

F. Read and Respond 

 (Own answer)


