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Answer Keys
Particles
Write the appropriate particle in (

). If no particle is necessary, write X.

(1)

きむらさん（

(2)

あのカメラ（ を ）よっつ（ × ）ください。
[I will take four of those cameras over there.]

(3)

どうぞ

(4)

あした（

(5)

くるま（ で ）うち（ に
[Did you return home by car?]

(6)

かいぎ（ は ）くじ（ から ）じゅうじ（
[The meeting is from 9:00 to 10:00.]

(7)

チャンさん（ は ）ともだち（ と ）レストラン（
[Ms. Chan went to a restaurant with her friend.]

(8)

よしださん（ は ）きょねん（ × ）サンフランシスコ（
[Ms. Yoshida came to San Francisco last year.]

(9)

ジョンさん（ は ）エンジニアです。ミシェルさん（
[John is an engineer. Michelle is also an engineer.]

(10)

その

(11)

どこ（

は

こちら（
×

へ

）。[Please come this way.]

）にほん（

T シャツ（
の

）にほんじんです。[Mr. Kimura is Japanese.]

を

）くるま

に

）いきます。[I will go to Japan tomorrow.]
）かえりました（

か
まで

）。
）です。
に

も

）いきました。
に

）きました。

）エンジニアです。

）みせてください。[Please show me that T-shirt.]
ですか。 [ Which country is the car from?]

Listening
1. これはすずきさんのざっしです。（F）
Kore wa Suzuki san no zasshi desu.
2. すずきさんのでんわばんごうは 03-3972-0917 です。（T）
Suzuki san no denwa bangoo wa zero wan no san kyuu nana ni no zero kyuu ichi nana desu.
3. すずきさんは ABC フーズのべんごしです。（F）
Suzuki san wa ABC fuuzu no bengoshi desu.
4. すずきさんは ABC フーズのひしょです。（T）
Suzuki san wa ABC fuuzu no hisho desu.
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5. あれはカメラです。（T）
Are wa kamera desu.
6. このおおきいカメラはキャノンのです。（F）
Kono ookii kamera wa kyanon no desu.
7. ライカのカメラは 9,500 えんです。(F)
Raika no kamera wa kyuusen gohyaku en desu.
8. かいぎは９じからです。（F）
Kaigi wa kuji kara desu.
9. ひるやすみは１２じはんまでです。(F)
Hiruyasumi wa juuni ji han made desu.
10.

えいがは８じから１０じ５０ぷんまでです。(T)
Eiga wa hachi ji kara juu ji gojuppun made desu.

11.

ジョンソンさんはあしたにほんにいきます。(T)
Jonson san wa ashita nihon n iikimasu.

12.

ジョンソンさんはでんしゃでにほんにいきます。（F）
Jonson san wa densha de nihon ni ikimasu.

13.

ジョンソンさんはきのうみきさんとレストランにいきました。（T）
Jonson san wa kinoo Miki san to resutoran ni ikimashita.

14.

よしさんのたんじょうびは３がつ３かです。（F）
Yoshi wan no tanjoobi wa san gatsu mikka desu.

15.

パーティーはきんようびです。（F）
Paatii wa kinyoobi desu.

Oral Production
Lesson 1
1. Mr. Takahashi, this is Ms. Smith.
たかはしさん、こちらはスミス(sumisu)さんです。
Takahashi san, kochira wa sumisu san desu.
2. How do you do? I’m pleased to meet you.
はじめまして。（どうぞ）よろしくおねがいします。
Hajimemashite. (Doozo) yoroshiku onegai shimasu.

Soko Gakuen Beginning1
Uda
3. Mr. Yamashita is Japanese.
やましたさんは にほんじんです。
Yamashita san wa nihon jin desu.
4. Ms. Lin is a student of Soko Gakuen.
リン(Rin)さんは そうこうがくえんの がくせいです。
Rin san wa Sookoo gakuen no gakusei desu.
5. Is Mr. Smith American?
スミス(sumisu)さんは アメリカ(amerika)じんですか。
Sumisu san wa Amerika jin desu ka.
Lesson 2
1. This is my business card.
これは わたしの めいしです。
Kore wa watashi no meishi desu.
2. This is not my umbrella.
これは わたしの かさでは ありません。
Kore wa watashi no kasa dewa arimasen.
3. The Bank’s phone number is 03-3012-8964.
ぎんこうの でんわばんごうは ゼロ(zero)さんの さんゼロ(zero)いちにの はちきゅ
うろくよん です。
Ginkoo no denwa bangoo wa zero san no san zero ichi ni no hachi kyuu roku yon desu.
4. What is this?
これは なんですか。
Kore wa nan desu ka.
5. What (number) is Mr. Takahashi’s phone number?
たかはしさんの でんわばんごうは なんばんですか。
Takahashi san no denwa bangoo wa nanban desu ka.
Lesson 3
1. What time is it now?
いま なんじですか。
Ima nanji desu ka.
2. Work is from 9:00 to 6:30.
しごとは くじから ろくじはんまで です。
Shigoto wa kuji kara rokujihan made desu.
3. What time does the meeting start? (Lit. From what time is the meeting?)
かいぎは なんじから ですか。
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Kaigi wa nanji kara desu ka.
4. What time does the post office close? (Lit. Until what time is the post office?)
ゆうびんきょくは なんじまで ですか。
Yuubinkyoku wa nanji made desu ka.
5. It’s 4:20 p.m. now.
いま ごご よじにじゅっぷん です。
Ima gogo yoji nijuppun desu.
Lesson 4
1. That is a digital camera.
それは デジカメ(dejikame)です。
2. Is that (over there) a cell phone?
あれは けいたいですか。
Are wa keitai desu ka.
3. This is 8,600 yen.
これは はっせんろっぴゃくえん
Kore wa hassen roppyaku en desu.

です。

4. This stamp is 80 yen. That stamp is also 80 yen.
このきっては はちじゅうえんです。 そのきっても はちじゅうえんです。
Kono kitte wa hachijuu en desu. Sono kitte mo hachijuu en desu.
5. I’ll take this. (Lit. Please give this to me.)
これを ください。
Kore o kudasai.
Lesson 5
1. How much is that red T-shirt?
その あかい T シャツ(shatsu)は いくらですか。
Sono akai T-shatsu wa ikura desu ka.
2. This small camera is 5,300 yen.
この ちいさいカメラ(kamera)は ごせん さんびゃくえんです。
Kono chiisai kamera wa gosen sanbyaku en desu.
3. I will take two of these apples.
このりんごを ふたつ ください。
Kono ringo o futatsu kudasai.
4. I’ll take three bottles of wine.
ワイン(wain)をさんぼん
Wain o sanbon kudasai.

ください。

5. That big TV over there is 30,000 yen.
あの おおきいテレビ(terebi)は さんまんえんです。
Ano ookii terebi wa sanman en desu.
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Lesson 6
1. I will go to Japan next month.
（わたしは）らいげつ にほんに いきます。
(Watashi wa) raigetsu nihon ni ikimasu.
2. Mr. Kimura will come to San Francisco with his friend.
きむらさんは ともだちと サンフランシスコ(san furanshisuko)に
Kimura san wa tomodachi to san furanshisuko ni kimasu.
3. I went to the bank yesterday.
（わたしは）きのう ぎんこうに いきました。
(Watashi wa) kinoo ginkoo ni ikimashita.
4. I will not come to class (kurasu) tomorrow.
（わたしは）あした クラス(kurasu)に
(Watashi wa) ashita kurasu ni kimasen.

きます。

きません。

5. With whom will Mr. Tanaka go to the branch office?
たなかさんは だれと ししゃに いきますか。
Tanaka san wa dare to shisha ni ikimasu ka.
Lesson 7
1. The meeting is Wednesday.
かいぎは すいようびです。
Kaigi wa suiyoobi desu.
2. Mr. Smith is going to Tokyo by airplane.
スミス(sumisu)さんは ひこうきで とうきょうに
Sumisu san wa hikooki de tookyoo ni ikimasu.

いきます。

3. My birthday is May 3rd.
（わたしの）たんじょうびは ごがつみっかです。
(Watashi no) tanjoobi wa gogatsu mikka desu.
4. I’m returning home by taxi.
（わたしは）タクシー(takushii)で うちに
(Watashi wa) takushii de uchi ni kaerimasu.

かえります。

5. Ms. Johnson came to the U.S. on Sunday.
ジョンソン（jonson）さんは にちようびに アメリカ(amerika)にきました。
Jonson san wa nichiyoobi ni amerika ni kimashita.
Reading
1. はじめまして。
Hajimemashite.
How do you do?
2.

よろしくおねがいします。
Yoroshiku onegaishimasu.
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I’m very pleased to meet you.
3.

いらっしゃいませ。
Irasshaimase.
Welcome (to the store or restaurant).

4.

どうぞ こちらへ。
Doozo kochira e.
Please come this way.
こんにちは。
Konnichiwa.
Hello./Good afternoon.

5.

6.

ざっしは いくらですか。
Zasshi wa ikura desu ka.
How much is the magazine?

7.

じゃ、あれをください。
Ja, are o kudasai.
Well then, I will take that over there.

8.

でんわばんごうは なんばんですか。
Denwa bangoo wa nanban desu ka.
What is the phone number?

9.

あした ししゃにいきます。
Ashita shisha ni ikimasu.
I’m going to the branch office tomorrow.

10.

すみません、いま なんじですか。
Sumimasen, ima nanji desu ka.
Excuse me, what time is it now?

11.

にほんごの せんせいですか。
Nihongo no sensei desu ka.
Are you a Japanese teacher?

12.

いいえ、がくせいです。
Iie, gakusei desu.
No, I’m a student.

13.

どうも ありがとうございます。
Doomo arigatoo gozaimasu.
Thank you very much.

14.

どういたしまして。
Dooitashimashite.
You’re welcome.
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15.

これは なんですか。
Kore wa nan desu ka.
What is this?

