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7課1  
 1. AとBで	 between A and B

 2. どっち	[informal]	 which (one of two)?

 3. どちら	[formal]	 which (one of two)?

 4. こちら,	そちら,	あちら	  this one, that one,  
that one over there

 5. (～の)ほう	 alternative

 6. ～より	 more than ~

 7. もっと	 more

 8. ずっと	 by far

 9. りょうほう	 both

10. どちら	(or どっち)も＋Neg.	 neither, not either ~

11. お好きですか。	 Do you like it?

 12. Superior に　さしあげます	 to give (to a superior)

[G2	さしあげる]	
13. 何を　さしあげましょうか。	 May I help you?

7課2 
 1. ～ほど＋ Neg.	 (not) as ~ as

 2. (お)ねだん	 price

 3. デザイン	 design

 4. セールちゅう	 on sale

 5. いろいろ[な	Adj.]	 various

 6. ほか	 other

 7. ありがとうございました。	 Thank you very much.

 8. くらべる	 to compare

[G2	くらべます	／	くらべて]	
 9. 同じ	 the same

10. ちがう	 is different, is wrong

[G1	ちがいます]

7課3  
 1. どれ	 which one (of three or more)?

 2. (～の中)で	 among ~

 3. この中で	 among these

 4. 一番	 the most

 5. せかい	 world

 6. くに	 country, nation

 7. しゅう	 state

 8. し	 city

 9. しま	 island

10. さあ	 Well . . .

7課4 
 1. (お)みやげ	 souvenir gift 

 2. はこ	 box

 3.  (container)に　入れる	 to put in ～
[G2	いれます]

 4. ふくろ	 (paper) bag

 5. ぜいきん	 tax

 6. おつり	  change (from a larger  
unit of money)

 7. クレジットカード	 credit card

 8. ちか	 basement

 9. かかる		 to require (tax), 

[G1	かかります]	 to take (time)

10. 売って　います	 is selling 

[G1	うる	／	うります]
11. また　どうぞ。	 Please come again

12. Floor (See Counters Study Guide)
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7課1
Interrogative Question Word どちら	/	どっち
Noun 1 と　Noun 2 と
Noun 1 と　Noun 2 (と)で　　どちら	(or	どっち)	の
方が　～predicate＋か。
Noun 1 と　Noun 2 (と)では　Which is more ～, Noun 
1 or Noun 2?

こちらと　そちらと　どちらの　方が　	
お好きですか。
Which do you like better, this or that?

Ｌサイズと　Ｍサイズとで　どっちの　方が　	
いいですか。
Which is better, the large size or the medium size?

Comparing Nouns with ～方が	～より
Noun 1 の　方が (or は)　Noun 2 より　(もっと)　
～predicate。or

Noun 2 より　Noun 1 の　方が　(もっと)　
～predicate。
Noun 1 is more ～ than Noun 2.

「犬と　ねこと　どちらの　方が　好きですか。」
“Which do you like better, dogs or cats?”

「犬の　方が　好きです。」
“I like dogs better.”

私は　犬の　方が　ねこより　好きです。
I like dogs more than cats.

7課2
Comparing Nouns in Negative Sentences

Noun 1 は　Noun 2 ほど　Negative Predicate。
アメリカは　カナダほど　ひろくありません。
America is not as spacious as Canada.

7課3
Comparing Three or More Objects

Noun 1と	Noun 2と 
Noun 3(で/の中)

で

どれ

が 一番 ～					
ですか。

Category (の中) 何
Place (の中) だれ

この中／その中／
あの中

どこ

いつ etc.

魚と　豚肉と　チキンでは　どれが　一番　	
いいですか。
Which is best, fish, pork, or chicken?

この　クラスで　だれが　一番　背が　	
高いですか。
In this class, who is the tallest?

Superlative 一番
～(の　中)で　～が　一番　(い adjective /  
な adjective / Verb)。
この　中で　これが　一番　好きです。
Among these, I like this best.

7課4
No Grammar


