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1課1  
 1. でんわばんごう	  telephone number

 2. じゅうしょ	  address

 3. (Place	で)	うまれました		  was born (in ~)

[G2	うまれる/うまれて]	
 4. (Place	に)	すんで	います		  live (in), reside (in)

[G1	すむ／すみます]
 5. (Place	に)	つとめて	います		 is employed (at ~)

[G2	つとめる／つとめます]
 6. (Place	で)	はたらいて	います			 is working (at ~)

[G1	はたらく／はたらきます]

	7. アルバイト	（を）して	います		 is working part-

[IR	(アルバイト	(を)	する／します]	 time [for students]

 8. (Person	と)	けっこん(を)して	います	 is married (to ~)

[IR	けっこん(を)	する／します]	
 9. もって	います	G1	もつ[／もちます]	  have, possess, hold, 

carry

 10. しって	います／しりません	  know / do not

[G1	しる／しりません]	  know

 11. ならって	います		  is learning

[G1	ならう／	ならいます]
 12. ホームステイをします		  will do a 

[G1	する／して]	  homestay

1課2  
 1. うえ	 on, above, on top of

 2. した	 under, below

 3. なか	 inside

 4. そと	 outside

 5. まえ	 in front of

 6. うしろ	 back, behind

 7. みぎ	 right side

 8. ひだり	 left side

 9. そば	 by, nearby

 10. あいだ	 between

 11. となり	  next (to) (two similar animate or 
inanimate objects)

 12. ちかく	 vicinity, nearby

 13. とおく	 far away

 14. ところ	 place

1課3
 1. いえ	 house

 2. ぎんこう	 bank

 3. こうえん	 park

 4. りょう	 dormitory

 5. あかちゃん	 baby

 6. ～ちゃん	  Used instead of ～さん when 
addressing or referring to 
young/ small/cute animals or 
children.

 7. まだ+	Aff.	 still

 8. もう+	Neg.	 (not) any more

 9. (topic)に	ついて	 about (a topic)

 10. しょうかい(を)	します		 to introduce

[IR	する／して]
 11. じこしょうかい(を)	します		 to do a self-introduction

[IR	する／して]

1課4  
 1. とくに	 especially

 2. (ご)りょうしん	  (one’s own) parents/ 
(someone else’s) parents

 3. ただしい	[いAdj.]	 is correct

 4. ちがいます[G1	ちがう]	 is wrong, to differ

 5. しつもん[Noun]	 question

  しつもんを　します[IR	する]	 to ask a question

 6. こたえ	[Noun]	 answer

  こたえます	[G2	こたえる]	 to answer
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1課1
Expressing Occurring and Continuing Actions or States
 with TE Form

Verb TE form ＋います。
The verbs appearing in this pattern may mean:

1.  An action is / is not / was / was not occurring, or continuing.

のんで　います	 is drinking

のんで　いません	 is not drinking

のんで　いました	 was drinking

のんで　いませんでした	 was not drinking

2.  As a result of an action, a state exists. Often verbs that do not 
express continuity cannot take on this meaning.

すみます	 will	live

すんで　います	 	live/reside,	is	living

けっこんします	 will	marry

けっこんして　います	 is	married

しります	 will	get	to	know

しって　います*	 know*

*The	negative	of	しって　います	is	not	しって　	
いません,	but	しりません.

何を　して　いますか。
“What are you doing now?”

「の　人を　知
し

って　いますか。」	
“Do you know this person?”

「	いいえ、知りません。」	
“No, I do not know him/her.”

“Already” Adverb もう & “Not Yet” Adverb まだ

「もう　お昼
ひる

ご飯
はん

を　食べましたか。」
“Have you already eaten lunch?”

「いいえ、まだです。」	“No, not yet.”

1課2
Location Markers + Position Verbs います/	あります

Topic	
は

Location

に

います。[for 
animate objects]

Noun 
	の

Position

うえ above

した below

なか inside

そと outside

まえ front

あります。
[for inanimate 
objects]

うしろ back

みぎ right

ひだり left

そば nearby

となり next to

あいだ between

私の　うしろに　ジョン君が　います。
John is behind me.

家
いえ

の　外
そと

に　木が　たくさん　あります。
There are many trees outside (my) home.

Place Words

Location に　います。	 [for animate objects]

Nounの　ところに　あります。  [for inanimate objects]

犬が　ドアの　ところに　います。
The dog is where the door is.

宿
しゅく

題
だい

は　先生の　ところに　あります。	
The homework is at the teacher’s (place).

1課3
Adverbs まだ and もう
まだ＋ Affirmative predicate。 still

もう＋	Negative predicate。  
(not) any more

お
にい
兄さんは　まだ　サンフランシスコに　	
住
す

んで　いますか。」
“Is your older brother still living in San Francisco?”

いいえ、兄
あに

は　もう　サンフランシスコに　	
住
す

んで　いません。」
Verb Dictionary Form

(See Verb Conjugation Study Guide)

Group 1 Verbs

To obtain the dictionary form, change the -i ending verb stem to its 
corresponding -u sound.

Group 2 Verbs
Group 2 dictionary forms are created by replacing -ます with る.

Group 3 Irregular Verbs

Only	きます,	します	and a noun +します	verbs belong to this 
group. Memorize the individual dictionary forms as they do not 
follow any rules.

1課4
Verb Nominalizer	の／こと
Verb Dictionary form + の／こと　が　好きです。
Verb Dictionary form	+	の／こと　は　楽

たの

しいです。

漢字を　書
か

くことは　むずかしいです。
Writing kanji is difficult.

しゅみは　アニメを　見ることです。
My hobby is watching anime.


