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3課1  
 1. こうつうじこ	 traffic accident

 2. しんごう	 traffic lights

 3. あか,	きいろ,	あお	 red, yellow, green

 4. パトカー	 police car

 5. きゅうきゅうしゃ	 ambulance

 6. みち			 street, road

 7. かど	 corner

 8. うんてんしゅ	or	ドライバー	driver

 9. かぎ	 key

3課2  
 1. うん	 Yes (Informal)

 2. ううん	 No (Informal)

 3. けっして ＋ Neg.	 never

 4. しんぱい(を)　する	 to worry

[IR	しんぱい(を)　します/して]
 5. けんか(を)　する	 to have a fight

 6. Place に　はいる	 to enter (a place)

 7. Place	を　でる	 to exit, get out of (a place)

 8. つかう	 to use

3課3  
 1. あぶない	[いAdj.]	 dangerous

 2. あんぜん	[なAdj.]	 safe

 3. こわい	[いAdj.]	 scary

 4. 早く	 quickly

 5. きゅうに	 suddenly

 6. を	 through, along

 7. Place	に/で　とまる		 to stop

[G1	とまります	/	とまって]

 8. Placeで/を　まがる		 to turn at/along (a place)

[G1	まがります	/	まがって]
 9. スピードを　だす		 to speed

[G1	だします	/	だして]

3課4  
 1. vehicle	に　のる	 to ride (vehicle)

[G1	のります	/のって]
 2. vehicle を/から　おりる		 to get off, to get out (vehicle)

[G2	おります/おりて]
 3. シートベルトを　する	 to wear a seat belt

 4.  でかける	 to go out

 5. Place を/から　でる	 to leave (a place)

 6. Place に　つく	 to arrive (at a place)

 7. おしえる	 to teach

3課
Driving

RecognitionKANJI New Reading

名 外 前 話 書 何 夕方 漢字 手
な,

メイ
そと,

ガイ
まえ,

ゼン
はな(す),
ワ

か(く),
ショ

なに,

なん
ゆうがた かんじ シュ
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3課1
Verb NAI form : Informal Negative Non-past form

do not do	～, will not do	～, is not going to do ～
Group 1 Verbs
(See Verb Conjugation Study Guide)

To obtain the NAI form, change the -i ending sound of the stem to 

the corresponding -a ending sound and add -ない. Verbs that have 

stems ending in い change to -わない. 
*ない is the NAI form of あります. It is an exception.

Group 2 Verbs

Group 2 NAI forms are created simply by adding ない after 

removing the -ます. 

Group 3 Irregular Verbs

Only 来ます, します and noun +します verbs belong to this 

group. You must memorize the NAI form individually, as they do not 

follow rules. 

3課2
Making Negative Requests with NAI form

Verb NAI form＋で　下さい。　Please do not do ~. 
[Negative request]

宿
しゅく

題
だい

を　忘
わす

れないでく　下さい。
Please don’t forget (your) homework.

Informal Conversation

Formal Speech Style
Verbs: 行きます。

行きません。
行きますか。
行って　下さい。
行かないで　下さい。

いAdjectives: あついです。
あつくないです。
あついですか。

Informal Speech Style
Verbs: 行く	。 will go / be going

行かない。 will not go / is not going

行く？⤴ Will you go? /  

Are you going?

行って。 Please go.

行かないで。 Please do not go.

いAdjectives: あつい。 It is hot.

あつくない。 It is not hot.

あつい？	⤵ Is it hot?

「その　コーヒー　あつい？⤴」“Is	that	coffee	hot?”

「ううん、あつくないよ。」“No,	it	is	not	hot.”

3課3
Adverbial Usage of Adjectives

い	Adjective  

(-い)
→ い	Adjective (	-	く)	[Adverb]

はやい is early → はやく early

な	Adjective → な	Adjective ＋	に [Adverb]

しずか is quiet → しずかに quietly

はやく　おきて　下さい。	
Please wake up early.

図
と

書
しょ

館
かん

では　しずかに　勉
べん

強
きょう

して　下さい。
Please study quietly in the library.

Moving “Through” Places

Place + を + direction/ movement verb “along, through”

Compare:

公
こう

園
えん

を走
はし

ります。	 公園に/へ走ります。
I run through the park. I run to the park.

公園で走ります。
I run at/in the park.

3課4
Use of に and を/から
Compare:  

A. 1. Vehicle + を + おります	 to get out of (a vehicle)

A. 2. Vehicle + から + おります to get out from (a vehicle)

B. 1. Place + を + 出ます to leave (a place)

B. 2. Place + から + 出ます to leave from (a place)

はやく　車に　乗
の

って　下さい。	
Please get in the car quickly.

学校の　前で　バスを　おりました。	
I got off the bus in front of the school.

バスから　おりて、図
と

書
しょ

館
かん

へ　行きました
I got off from the bus and went to the library.

Double Particles

学校で　	宿
しゅく

題
だい

を　しました。うちでも　しました。
I did my homework at school. I did it at home, also.

日本語の　クラスでだけ　日本語を　話します。
I speak Japanese only in Japanese class.

Usage of も

父は　日本へ　行きました。
My dad went to Japan.

母も　日本へ　行きました。
My mom also went to Japan.


