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15 Vocabulary S4 Answers

1 	 おばさんは　カレーが　すきです。

 Obasan wa karē ga suki desu.
 My aunt likes curry.

	 1  おかあさんの　おかあさんは　カレーが　すきです。

  Okāsan no okāsan wa karē ga suki desu.
  My mother’s mother likes curry.

	 2  おとうさんの　あねは　カレーが　すきです。

  Otōsan no ane wa karē ga suki desu.
  My father’s older sister likes curry.

	 3  おとうさんの　おとうさんは　カレーが　すきです。

  Otōsan no otōsan wa karē ga suki desu.
  My father’s father likes curry.

	 4  おかあさんの　おとうとは　カレーが　すきです。

  Okāsan no otōto wa karē ga suki desu.
  My mother’s younger brother likes curry.

  The correct answer is #2– おとうさんの　あねは　カレーが　すきです .  

	 おばさん	=	おとうさんのあね

 obasan otōsan no ane
 aunt father’s older sister

2 	 わたしは　ともだちが　すくないです。

 Watashi wa tomodachi ga sukunai desu.
 I have a few friends.

	 1  わたしは　ともだちが　たくさん　いません。

  Watashi wa tomodachi ga takusan imasen.
  I don’t have a lot of friends.

	 2  わたしは　ともだちが　ちいさいです。

  Watashi wa tomodachi ga chiisai desu.
  My friends are small.

	 3  わたしの　ともだちは　いいひとです。

  Watashi no tomodachi wa ii hito desu.
  My friends are good people.

	 4  わたしは　ともだちが　おおぜいです。

  Watashi wa tomodachi ga ōzei desu.
  I have many friends.

 The correct answer is #1– わたしは　ともだちが　たくさん　いません .  

	 すくないです。	=		たくさん　いません。

 Sukunai desu. Takusan imasen.
 A few. Not a lot.
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3 	 どようび　いちにちじゅう　くもりでした。

 Doyōbi ichi-nichi-jū kumori deshita.
 (It) was cloudy all day Saturday.

	 1  どようび　いちにちじゅう　ゆきが　ふっていました。

  Doyōbi ichi-nichi-jū yuki ga futte imashita.
  (It) snowed all day Saturday.

	 2  どようび　いちにちじゅう　あかるかったです。

  Doyōbi ichi-nichi-jū akarukatta desu.
  (It) was bright all day Saturday.

	 3  どようび　いちにちじゅう　はれていませんでした。

  Doyōbi ichi-nichi-jū harete imasen deshita.
  (It) wasn’t sunny all day Saturday.

	 4  どようび　いちにちじゅう　あめが　ふっていました。

  Doyōbi ichi-nichi-jū ame ga futte imashita.
  (It) rained all day Saturday.

  The correct answer is #3– どようび　いちにちじゅう　はれていませんでした .  

	 くもりでした。=		はれていませんでした。

 Kumori deshita. Harete imasen deshita.
 (It) was cloudy. (It) wasn’t sunny.

4 	 わたしの　おじいさんは　とうきょうに　すんでいます。

 Watashi no ojiisan wa Tōkyō ni sunde imasu.
 My grandfather lives in Tokyo.

	 1  わたしの　おとうさんの　あには　とうきょうに　すんでいます。

  Watashi no otōsan no ani wa Tōkyō ni sunde imasu.
  My father’s older brother lives in Tokyo.

	 2  わたしの　おとうさんの　いもうとは　とうきょうに　すんでいます。

  Watashi no otōsan no imōto wa Tōkyō ni sunde imasu.
  My father’s younger sister lives in Tokyo.

	 3  わたしの　おかあさんの　おかあさんは　とうきょうに　すんでいます。

  Watashi no okāsan no okāsan wa Tōkyō ni sunde imasu.
  My mother’s mother lives in Tokyo.

	 4  わたしの　おかあさんの　おとうさんは　とうきょうに　すんでいます。

  Watashi no okāsan no otōsan wa Tōkyō ni sunde imasu.
  My mother’s father lives in Tokyo.

  The correct answer is #4– わたしの　おかあさんの　おとうさんは　とうきょうに　すんでいます .  

	 わたしの　おじいさん		=		わたしの　おかあさんの　おとうさん

 watashi no ojiisan watashi no okāsan no otōsan
 my grandfather my mother’s father
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5 	 わたしは　カレーが　だいすきです。

  Watashi wa karē ga daisuki desu.
  I love curry.

	 1  わたしは　カレーを　たべたくないです。

  Watashi wa karē o tabetaku nai desu.
  I don’t want to eat curry.

	 2  わたしは　カレーを　たくさん　たべたいです。

  Watashi wa karē o takusan tabetai desu.
  I want to eat a lot of curry.

	 3  わたしは　カレーが　きらいです。

  Watashi wa karē ga kirai desu.
  I hate curry.

	 4  わたしは　カレーを　つくります。

  Watashi wa karē o tsukurimasu.
  I’m going to make curry.

  The correct answer is #2– わたしは　カレーを　たくさん　たべたいです .  

	 カレーが　だいすきです。≒		カレーを　たくさん　たべたいです。

 Karē ga daisuki desu. Karē o takusan tabetai desu.
 (I) love curry. (I) want to eat a lot of curry.

6 	 いいてんきだから、こうえんを　あるきましょう。

 Ii tenki dakara, kōen o arukimashō.
 (It’s) good weather, so let’s walk in the park. 

	 1  いいてんきだから、こうえんを　さんぽ　しましょう。

  Ii tenki dakara, kōen o sanpo shimashō.
  (It’s) good weather, so let’s stroll through the park. 

	 2  いいてんきだから、こうえんを　きれいに　しましょう。

  Ii tenki dakara, kōen o kirei ni shimashō.
  (It’s) good weather, so let’s clean the park. 

	 3  いいてんきだから、こうえんで　あそびましょう。

  ii tenki dakara, kōen de asobimashō.
  (It’s) good weather, so let’s play in the park.

	 4  いいてんきだから、こうえんを　はしりましょう。

  Ii tenki dakara, kōen o hashirimashō.
  (It’s) good weather, so let’s run in the park.

  The correct answer is #1– いいてんきだから、こうえんを　さんぽ　しましょう .  

	 あるきましょう。=		さんぽ　しましょう。

 Arukimashō. Sanpo shimashō.
 Let’s walk. Let’s go for a stroll.
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7 	 あなたの　へやは　あかるいですね。

 Anata no heya wa akarui desu ne.
 Your room is bright.

	 1  あなたの　へやは　やすいですね。

  Anata no heya wa yasui desu ne.
  Your room is cheap.

	 2  あなたの　へやは　きれいですね。

  Anata no heya wa kirei desu ne.
  Your room is clean.

	 3  あなたの　へやは　ひろいですね。

  Anata no heya wa hiroi desu ne.
  Your room is spacious.

	 4  あなたの　へやは　くらくないですね。

  Anata no heya wa kuraku nai desu ne.
  Your room is not dark.

  The correct answer is #4– あなたの　へやは　くらくないですね .  

	 あかるい		＝		くらくない

 akarui kuraku nai
 bright not dark

8 	 せんしゅうは　あつかったです。

 Senshū wa atsukatta desu.
 (It) was hot last week.

	 1  せんしゅうは　たのしかったです。

  Senshū wa tanoshikatta desu.
  Last week was fun.

	 2  せんしゅうは　さむかったです。

  Senshū wa samukatta desu.
  (It) was cold last week.

	 3  せんしゅうは　おもしろかったです。

  Senshū wa omoshirokatta desu.
  I had a good time last week. (lit., Last week was interesting.)

	 4  せんしゅうは　すずしくなかったです。

  Senshū wa suzushiku nakatta desu.
  (It) wasn’t cool last week.

  The correct answer is #4– せんしゅうは　すずしくなかったです .  

	 あつかった		=		すずしくなかった

 atsukatta suzushiku nakatta
 was hot wasn’t cool
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9 	 えきの　ひとに　きっぷを　わたしました。

 Eki no hito ni kippu o watashimashita.
 (I) handed the ticket over to the station staff.

	 1  きっぷは　わたしが　もっています。

  Kippu wa watashi ga motte imasu.
  I am holding the ticket.

	 2  きっぷは　えきの　ひとが　もっています。

  Kippu wa eki no hito ga motte imasu.
  The station staff are holding the ticket.

	 3  きっぷは　こうばんに　あります。

  Kippu wa kōban ni arimasu.
  The ticket is in the police box.

	 4  きっぷは　でんしゃの　なかに　あります。

  Kippu wa densha no naka ni arimasu.
  The ticket is inside the train.

  The correct answer is #2– きっぷは　えきの　ひとが　もっています .  

	 えきの　ひとに　きっぷを　わたしました。≒	きっぷは　えきの　ひとが　もっています。

 Eki no hito ni kippu o watashimashita. Kippu wa eki no hito ga motte imasu.
 (I) handed the ticket over to the station staff. The station staff are holding the ticket.

10 	 ケーキは　れいぞうこに　はいっています。

 Kēki wa reizōko ni haitte imasu.
 The cake has been put into the refrigerator.

	 1  ケーキは　れいぞうこに　はっていました。

  Kēki wa reizōko ni hatte imashita.
  The cake has been attached to the refrigerator.

	 2  ケーキを　れいぞうこから　だしました。

  Kēki o reizōko kara dashimashita.
  (I) took the cake out of the refrigerator.

	 3  ケーキは　れいぞうこに　おいています。

  Kēki wa reizōko ni oite imasu.
  The cake has been placed in the refrigerator.

	 4  ケーキは　れいぞうこの　そとに　あります。

  Kēki wa reizōko no soto ni arimasu.
  The cake is outside of the refrigerator.

  The correct answer is #3– ケーキは　れいぞうこに　おいています .  

	 はいっています		=		おいています

 haitte imasu oite imasu
 put into place (on) 


