
      Grammar Appendix

 Example sentences

 冬が 好きです。(L3-2)
 I like winter.

 花が たくさん さきます。
 Many flowers bloom.

 この ホテルは 古いですが、きれいです。(L13-3)
 This hotel is old, but pretty.

 らいねんから びょういんで はたらきます。
 From next year, I will work at a hosptial (clinic).

 うちから かいしゃまで どうやって ⾏行行きますか。
 How do you go to your office from your house?

 さとうさんは ジョイさんから 花を もらいます。(L17-3)
 Ms. Sato will receive flowers from Joy.

 夏休みが ありますから、夏が いちばん 好きです。(L3-3)
 I like summer the best because it has summer vacation.

けど
 この ゆうえんちは たのしいけど、とおいです。(L5-2)
 This amusement park is fun, but it's far.

 東京で ⽇日本語を べんきょうしています。(L1-3)
 I study Japanese in Tokyo.

 でんしゃで ⾏行行きます。(L1-4)
 I go by train.

 じゅうたいで おくれます。(L7-2)
 I'll be late because of traffic.

 ⽇日本⼈人と ⽇日本語で 話してみます。
 I'll try talking to a Japanese person in Japanese.

でも
 ６時半でも いいですか。(L7-1)
 Is 6:30 ok?
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 かぞくは ⽗父と ⺟母と 私です。
 My family is my father, mother, and me.

 ドイツ語は ⽇日本語と ちがいます。
 German is different than Japanese.

 誕⽣生⽇日の お祝いは パーティーが いいと 思います。(L18-1)
 For a birthday celebration, I think a party is good.

 ジョイさんは さとうさんに 花を あげます。(L17-2)
 Joy will give flowers to Ms. Sato.

 さとうさんは ジョイさんに 花を もらいます。(L17-3)
 Ms. Sato will receive flowers from Joy.

 東京に すんでいます。(L1-2)
 I live in Tokyo.

 まいにち １０時に かいしゃに ⾏行行きます。
 Every day at 10, I go to my office.

 まいにち １０時に かいしゃに ⾏行行きます。
 I go to my office every day at 10.

 しんごうを 右に まがってください。
 Please turn right at the traffic light.

 ともだちに えいごを おしえています。     
 I teach my friend English.

 ともだちと カラオケに ⾏行行きます。(L8-2)
 I will go to karaoke with my friends.

 週に １回 フラメンコを ならっています。(L10-2)
 I study flamenco dancing once a week.

 春に なります。(L3-1)
 It becomes spring.

ね
 いい ところですね。
 It's a nice place, isn't it?
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 私の かぞく
 My family

 でんしゃの かいしゃ
 Train company

シドニー⽀支社の いしかわさんと いっしょに はたらいた ことが あります。
I have worked with Mr. Ishikawa from the Sydney branch.

 あついのが にがてです。(L3-2)
 I'm not good with the heat.

 私は ジョイ・カーターです。
 I am Joy Carter.

 しごとは していません。
 I don't work.

 うちから かいしゃまで どうやって ⾏行行きますか。
 How do you go to your office from your house?

 びじゅつかんで ４時まで えを ⾒見見ました。
 I looked at paintings at the art museum until 4 o'clock.

も
 おじいちゃんも いっしょに行きます。  
 My grandfather will go with too.

や
 この あたりは ゆうえんちや こうえんが あります。(L5-3)
 There is an amusement park and a park around here.

 ⽇日本語を べんきょうしています。
 I am studying Japanese.

 ふじみえきで でんしゃを おります。
 Get off the train at Fujimi station.

 この とおりを まっすぐ ⾏行行きます。
 Go down this street.
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