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RecognitionKANJI

7か1  

 1. See Counters Study Guide for Minutes

 2. くじまえ  before 9:00*

 3. くじすぎ  after 9:00*

 4. くじ　ごふんまえ  five minutes before 9:00

 5. はやい early

 6. おそい late

 7. こんばん  tonight

 8. こんばんは。  Good evening.

 9. ごぜん  a.m.

 10. ごご  p.m.

*ごろ “about,” すぎ “past/after,” and まえ “before” appear between the 
specific time word and the particle に. 

7か2  
 1. いきます to go

 2. きます to come

 3. かえります to return (home)

 4. おきます to wake up, get up

 5. ねます to sleep, go to bed

 6. かいしゃ company

 7. Place ＋ へ／に ＋ Direction verb 。 to (place)

 8. Activity ＋ に ＋ Direction verb 。 to, for (activity)

 9. Sentence 1 。それから、 Sentence 2 。
  Sentence 1. And then Sentence 2.

7か3  
 1. くるま, じどうし car, vehicle

 2. バス bus

 3. タクシー taxi

 4. じてんしゃ bicycle

 5. ちかてつ subway

 6. でんしゃ electric train

 7. ひこうき airplane

 8. ふね boat, ship

 9.  あるいて　いきます to go by walking

 10.  あるいて　きます to come by walking

 11.  あるいて　かえります to return by walking

 12. Transportation mode ＋ で by (transportation mode)

 13. Subject/だれ＋が 〜ます(か)。 [Subject particle]

7か4  
 1. うみ beach, ocean, sea

 2. やま mountain

 3. かわ river

 4. りょこう trip, traveling

 5. デパート department store

 6. レストラン restaurant

 7. かいもの shopping

 8. しょくじ meal, dining

 9. パーティー party

 10. ピクニック picnic

 11. キャンプ camping

 12. いそがしい busy

 13. どこへも + Neg. of direction verb  do not go/return 
anywhere

7か5 
 1. (お)やすみ day off, vacation

 2. はなび fireworks

 3. 〜から　〜まで from ~ to ~

 4. どうですか。 How is it?

 5. （〜を）　たのしみに I am looking forward 

して　います。 to (something).

 6. ハワイ Hawaii

 7. ロサンゼルス Los Angeles

 8. グランドキャニオン Grand Canyon

 9. サンフランシスコ San Francisco

 10. ニューヨーク New York

 11. ボストン Boston

 12. フロリダ Florida
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7か1
Suggestion Verb Ending –ましょう
Verb –ましょう。 Let’s do 〜. [Suggestion]

おひるごはんを　たべましょう。 Let’s eat lunch!

Invitation Verb Ending –ませんか
Verb –ませんか。Won’t / Would you like to〜? [Invitation]

この　ざっしを　よみませんか。
Won’t you read this magazine?

7か2
Direction Verbs

いきます　行きます  “go” (Implies motion away   
from speaker’s location.)

きます　　来ます  “come” (Implies motion 
toward speaker’s location.)

かえります “return (to a place)”

Particles
Directional Particles へ/に

Place + へ/に + Direction verb　(go/come/return) to

ぼくは　７時はんに　がっこうへ　行きます。
I will go to school at 7:30.

父は　１０時ごろ　うちに　かえりました。
My father came home about 10:00.

Event Directional Particle に

Activity + に + Direction verb。　to/for

金曜日に　ともだちと　ダンスに　行きます。
I will go dancing with my friend on Friday.

Sentence Connector それから
Sentence 1。それから、Sentence 2。  
Sentence 1. And then Sentence 2.

あさ、６時に　おきました。それから、 
あさごはんを　たべました。
I got up at 6:00 in the morning. And then, I ate breakfast.

7か3
Transportation Mode Particle で
Transportation mode + で   by (transportation mode)

わたしは　バスで　がっこうへ　来ます。
I come to school by bus.

Subject Particle が
Subject / だれ + が
が marks the subject of a sentence when the information 
expressed by the subject is introduced for the first time.

だれが　バスで　がっこうへ　来ますか。
Who comes to school by bus?

7か4
Nominal Verbs

Noun + (を) +します Verbs

Noun form: 

べんきょう studying 

タイプ typing 

でんわ a telephone

りょこう a trip, travel, traveling

かいもの shopping

しょくじ a meal, dining

Verb form:

べんきょう(を)します to study

タイプ(を)します to type

でんわ(を)します to make a phone call

りょこう(を)します to take a trip, to travel

かいもの(を)します to shop

しょくじ(を)します to have a meal, to dine

If the sentence already has a direct object, (を) should be omitted:

うちで　べんきょう(を)しました。
I studied at home.

うちで　日本ごを　べんきょう　しました。
I studied Japanese at home.

Alternate Translations of します
します is a common verb, and can be translated in many 
ways besides “to do.”

スポーツを　します to play sports

パーティーを　します to have a party

デートを　します   to go out on a date

キャンプを　しましょう。
Let’s go camping.

どこへも Anywhere/nowhere

どこへも + Negative form of direction verb。 
do not go/ return anywhere.

どこへも　行きませんでした。
I did not go anywhere.

7か5
“From” and “To” Prepositions から and まで
Noun 1 から Noun 2 まで From N1 to N2

N1 and N2 may represent times or places.

ボストンから　シカゴまで　行きました。
(I) went from Boston to Chicago.

わたしは　１０時から　１１時まで　えいご
の　じゅぎょうが　あります。
I have (my) English class from 10:00 to 11:00.


