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Tips for using this textbook

Gray box is grammar 
explanation. 

Blue letters are translation in English.

(What is in this type of parenthesis is OK to omit) 

Yellow box contains 
extra things that are 
good to know.

Green box is cultural 
stuff.

Blue box holds things 
students should try to 
quickly check for their 
comprehension. 

Particles

This grayish box 
contains previously 
introduced item. 

Grammar pattern

2

If opening this textbook on browser, you can 
use Control + F for Windows or Command + F 
for Mac to find a piece of text on a web page. It 
is a very useful tool if you are looking for where 
the word you are looking for is in this textbook.



Supplemental materials
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20 Kanji worksheets
Stroke order should be 
introduced in class. 
However, each Kanji has 
clickable link to stroke 
order page of jisho.org.

Quizlet
Vocabulary flash cards and 
Kanji flash cards are 
available for this textbook.
https://quizlet.com/join/3
WVt4MJmw

Outcome check worksheets
#1 for slide set 37
#2 for slide set 38
#3 for slide set 39
#4 for slide set 40
#5 for slide set 41
#6 for slide set 42
#7 for slide set 43
#8 for slide set 44

MP4 video
Reading of each lesson is 
available as mp4 video file.



Quick lookup Lesson 1-12 (JPN101)
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Lesson # Topic Key structures

1 About names using ～san

2 Japanese writing systems romaji, hiragana, katakana and kanji

3 How to write Kana and Kanji types of strokes and stroke order

4 Greeting daily greetings and phrases

5 Classroom manners manners in Japan

6 Self introduction first time introduction

7 Weather talk common weather phrases

8 Name and exchange giving and receiving name cards

9 Classroom Japanese frequently used phrases in class

10 Japanese food kore, sore, are, dore

11 Numbers 1 through 10,000

12 Describing existence arimasu, imasu,  positional words



Quick lookup Lesson 11-24 (JPN101)
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Lesson # Topic Key structures

13 Basic verbs ～ます・～ません, どこ

14 Words for frequency Often, not much, every day, etc.

15 What, what kind, which one なに・どんな・どちら・どれ

16 Commute and duration ～で・・・ぷんです

17 More interrogatives どこで・だれと・だれの・どうして

18 Putting together sentences conjunctions

19
Adjectives and この・その・あの・
どの

～は・・・です, modifying nouns and 
verbs

20 Academic majors and school grade academic subjects in college

21 Past tense sentences ～ました・～でした

22 Describing existence あります・います,  Positional words

23 Shall we? ～ましょうか・～ましょう,

24 I want ほしい・～たい



Quick lookup Lesson 25-36 (JPN102)
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Lesson # Topic Key structures

25 かんじ kanji terminology

26 ～ませんか ～ましょうか・～ませんか

27 かこけい past tense ～ました・～ませんでした・～でした etc.

28 て form
～てください・～てもいいですか・～てはいけません, 
connecting verbs and adjectives

29 日本のちり
～に・・・があります・います, 何がありますか, 
どこにありますか

30
ふつうけい plain form
(non-past)

conjugating to/from ます form and negative form

31 しゅみ できます・好きです, nominalizers こと・の

32 どのくらいよく (how often) ～に・・・かい

33 かぞく family terms for ingroup and outgroup, counters

34 日本のきせつとぎょうじ reading about Japanese seasons

35 Body parts Useful phrases with body parts

36 My narratives reading student’s introductory narratives



Quick lookup Lesson 37-45
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Lesson # Topic Key structures

37 小学校 ～について, ～も・・・も, 

38 日本人のしゅみ ～ので

39 日本のでんとう ～中, 何か・何も・何でも

40 ふつうけい かこ plain form past tense, ～んです

41 メール・てがみ ～とおもう

42 天気・気こう なる, ～より

43 Uncertainty ～でしょう, ～かもしれません

44 Too much ～も, ～すぎる

45 びょうきとけんこう potential form, modifying a noun with clause
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37. 小学校

1) 日本の小学校
2) どうちがいますか

37-9



日本の小学校
しょうがっこう

には いろいろなじゅぎょうが あります。日本の小学校
しょうがっこう

は 一年生から

六年生までです。国語
こくご

、さんすう、りか、しゃかいの じゅぎょうが あります。国語
こくご

の時間

には あたらしいかんじを ならいます。おなじかんじを たくさんかいて、おぼえます。 

かんじのしゅくだいは、まいにち 出
だ

します。六年生は、だいたい千字
じ

くらいのかんじを 

しっています。あたらしいことばも ならいます。そして おんがくや たいいくや、しょどう 

などが あります。えいごのじゅぎょうも ありますが、小学校
しょうがっこう

の えいごのぶんしょうは 

まだ あまり むずかしくありません。 

 

1) 日本の小学校

じゅぎょう class; instruction
国語 Japanese language
さんすう arithmetic
りか science
しゃかい social studies
たいいく physical education
しょどう calligraphy 

いろいろ various
ことば word
だす to submit
おぼえる to memorize
ならう to learn
ぶんしょう sentences
まだ not yet
たくさん many, a lot
しる to know 37-10



しょどうの クラスでは、ひらがな、かたかな、かんじを きれいに 

かきます。しょどうのクラスは 時々
ときどき

 しゅうじのクラスとも 言います。時々 

えんぴつで、時々 ふでで かきます。はじめに、かんじの「一」を たくさん 

れんしゅうします。 

小学生は たいいくや おんがくの時間が 好きです。小学校では なつの 

たいいくの時間に、時々 プールで およぎます。おんがくの 時間には 

いろいろな うたを うたいます。そして、時々 リコーダーを ふきます。 

しゅうじ penmanship 
learning

ふで brush
はじめに at the start
うた song
リコーダー recorder
うたう to sing
ふく to blow
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小学校には きゅうしょくがあります。

きゅうしょくは 学校の 昼ごはんで まいにち メニューが ちがいます。 時々、

おべんとうの日も あります。

それから、そうじを します。そうじの時間には、先生も いっしょに きょうしつや、

かいだんや、ろうかや、トイレのそうじを します。

There are also other types of classes such as かていか home economics, ほけん
health, and どうとくmoral education.

きゅうしょく school lunch
（お）べんとう boxed lunch
かいだん stairs
ろうか hallway

37-12



チェックしましょう

❑アメリカの小学校について、話しましょう。

a) アメリカの小学校には、どんなじゅぎょうがありますか。

b) アメリカの小学校は、何年生までですか。

❑ みなさんの小学校について、話しましょう。

a) しょどうや、おんがくや、たいいくのじゅぎょうはありましたか。その

じゅぎょうで、何をしましたか。

b) きゅうしょくや、そうじの時間はありましたか。何を食べましたか。

学校のそうじは、だれがしましたか。

～について
about～

ようむいん
custodian
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「アメリカの小学校は、日本の小学校とだいたい

おなじですか。」

「そうですね。日本の小学校は六年生までですが、

アメリカの（小学校）は五年生までです。」

「そうですか。」

「でも、アメリカも日本もさんすうや、りかの時間が

ありますよ。」

「そうですか。どちらもたいせつですからね。」

「ええ。」

２) どうちがいますか

たいせつ important
どちらも both

Quotes in Japanese are 
marked by 「 」 when written 
horizontally. These marks are 
called かぎかっこ.  When かぎ
かっこ are written vertically, 
you must change the 
directions as shown in the 
example below.

Say the sentences below in Japanese.
a) I like both cats and dogs.
b) I neither speak French nor Spanish.
c) I neither eat breakfast nor lunch.
d) I have both Japanese class and math class.

「
今
日
は
、あ
め
で
す
ね
。」

37-14

Noun A +も、Noun B + も
both A and B, neither A nor B



チェックしましょう

❑ アメリカの小学校と日本の小学校は、何がちがいますか。何がおなじ

ですか。

37-15



[Photos]. Retrieved January 2020 from https://www.photo-ac.com/

References
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1) 日本のかぞく

2) Nominalizerふくしゅう

38.日本人のしゅみ

38-17



私の 日本の ホストファミリーは 大阪
おおさか

に すんでいます。名前は 森田
もりた

さんです。 

森田さんは ５人かぞくです。おとうさんと おかあさん、２１さいの えみさん、 

こうこう生
せい

の はやとくん、中学生の まさみさんです。ペットは 犬
いぬ

が一ぴき います。 

名前は コロです。 

森田さんのかぞくは、毎日、かぞくの食堂
しょくどう

で しごとをします。とても ふるい 

食堂ですが、とても おいしくて、すてきな食堂です。おとうさんと おかあさんが 

りょうりを つくって、えみさんが ウェイトレスです。はやとくんと まさみさんも 時々 

おさらを あらいます。 

1) 日本のかぞく

すてき wonderful
おさら plate
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おとうさんは しゅみが おおいです。まず、すもうを 見るのが 大好きです。

いつも テレビで 見ています。ぼんさいも しゅみです。ぼんさいの せわは、時々

週まつに しています。そして しゃしんを とるのも 好きです。

おかあさんのしゅみは かぶきを見ることです。大阪には かぶきの げきじょうが

ありますから、べんりです。おかあさんは ガーデニングも 好きなので、にわに

たくさん はなが あります。おかあさんは ともだちと 山にのぼるのも 好きです。

一年に3回くらい、日本のいろいろな山に のぼります。

かぶきぼんさい すもう

せわ
looking after
しゃしん
photograph
げきじょう
theater
とる
to take (photo)
のぼる
to climb

38-19

～ので because ～

https://www.kabukiweb.net/news/2019/12/introductory_video_kabuki.html
https://www.youtube.com/watch?v=IYRmHjA1HiA
https://www.youtube.com/watch?v=Cj_QyxPZE8M


えみさんは、えいごが とてもじょうずです。そして ピアノをひくことが 

できます。でも えみさんは、スポーツが にがてですから 何も しません。 

ボーイフレンドが いて、たぶん 来年 けっこんします。 

はやとくんは、スポーツは 何でも とくいです。今は いつも サッカーや 

ラグビーの れんしゅうを しています。 

けっこん
marriage

れんしゅう
practice

何でも
any; all
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まさみさんの しゅみは クッキーや ケーキなどの おかしを つくることです。 

中学校
ちゅうがっこう

では さどうクラブの メンバーです。あまいおかしが 大好きですから、さどう 

クラブは まさみさんに ピッタリです。まさみさんは どうぶつも 大好きで、ペットの 

いぬも まさみさんが せわを しています。 

この家庭
か て い

の 食堂
しょくどう

に 時々 おじさんが 来て、いっしょに 夕食を 食べます。おじさんは

車
くるま

が 大好きです。それで、じどうしゃの かいしゃに つとめています。そして、週まつ

いつも 車をあらっています。 

さどう

おかし sweets
ピッタリ good fit
どうぶつ animal
かてい household
おじさん uncle
じどうしゃ automobile
かいしゃ company
つとめる to work for

38-21

https://www.youtube.com/watch?v=KfDTuNyup9Y


チェックしましょう

❑ Describe what each Japanese traditional hobby is. You may use some 
English if you must. Give as much description as possible.

a) ぼんさい
b) すもう
c) かぶき
d) さどう
e) しょどう

38-22



2）Nominalizer ふくしゅう

Practice the dialogue on left, and 
also ask your partner about his/her 
hobby. Then use the pictures in the 
next page to create dialogs starting 
with 「しゅみは何
ですか。」

If you have forgotten about nominalizer, 
go back to Lesson slide set 31. 

「しゅみは何ですか。」

「えをかくことです。」

「かいがですか。いいですね。」

「しゅみは何ですか。」

「ピアノをひくこと です。」

「ピアノのえんそうですか。すごいですね。」

「しゅみは何ですか。 」

「本を読むことです。」

「どくしょですか。私も好きです。」

えんそう playing music
かいが drawing; painting
どくしょ reading
かく to draw

For playing musical instruments, 
verbs are different depending on 
the types of the instruments. 
ひく for string instruments and 
keyboards, ふく for instruments that 
you blow and たたく for percussions. 
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c)a) b) d)

e) g)f)

h) i) j)

サックスをふく

フルートをふく

ピアノをひく

チェロをひく

バイオリンをひく

ギターをひく

ハイキングをする

えをかく

しゃしんをとる

38-24



チェックしましょう

❑ じぶんについて、かきましょう。Try using verb phrase for ・・・ part. 
a) ～のしゅみは・・・です。
b) ・・・が好きです。
c) ・・・ができます。
d) ・・・がとくいです。
e) ・・・がへたです。 ・・・がにがてです。

❑かぞくについて、聞きましょう。
a) How many family members?
b) Where do they live?
c) What are their names? 

How old are they? 
What do they do? (jobs?)

d) What are their hobbies? 
What are their talents?

e) Other

38-25

じぶん
self

いとこ
cousin

ぎりのきょうだい
sibling-in-law
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39.日本のでんとう

1) いろいろな日本のでんとうぶんか

2) Interrogatives + か・も・でも

39-27



「日本には 本当
ほんとう

に たくさん いろいろな 伝統文化
でんとうぶんか

が ありますね。」 

「ええ、日本のにわや、日本の建築
けんちく

も 人気
に ん き

が ありますね。」 

「そうですね。このポートランドには すばらしい 日本庭園
にほんていえん

が ありますよ。その庭園
ていえん

の 中に 

せかいでも 有名な 日本人建築家
け ん ち く か

の 建築物
けんちくぶつ

も あります。」 

「その建築家
け ん ち く か

の名前は しっていますか。」 

「隈研吾
く ま け ん ご

さんです。2020年の 東京
とうきょう

オリンピックドームの デザインも しました。 

おもしろい建築物
けんちくぶつ

を せかいに いくつも 作
つく

っていますよ。」 

「本当ですか。いつか 見たいです。」 

「私は いつでも 行くことが できますよ。いろいろな はなが きれいですから、春休
はるやす

み中
ちゅう

に 

行きましょう。」 

 

 

１）いろいろな日本のでんとうぶんか

でんとう ていえん
tradition (park-like) garden

ぶんか はるやすみ中
culture during spring break 

せかい すばらしい
world wonderful

39-28

けんちく
architecture

けんちくか
architect

けんちくぶつ
building

にんきがある
to be popular

いくつも
many

いつか
someday

いつでも
anytime

にわ
garden, yard



～中
“中” can be attached to certain nouns to add the meaning of “during” or “in the 
middle of.” Make sure that you read this kanji in onyomi, “ちゅう” for this usage. 
Here are some examples. These make more sense once you learn how to write the 
entire words using kanji and okurigana. 
しょくじ中 in the middle of a meal, こうじ中 under construction, しよう中 being used 
or occupied (on bathroom door), じゅんび中 in the middle of preparation, えいぎょ
う中 (business is) open, えんそう中 in the middle of performance, and
どくしょ中 in the middle of reading or during reading. 

Guess the meanings of the words below and 
make sentences with them. For example, 
休み時間中は、おかしを食べてもいいです。

休み時間中

じゅぎょう中

うんどう中

でんわ中

ジョギング中

しごと中
39-29



「この花
か

びんは おもしろいですね。」 

「はい、生
い

け花
ばな

では 花器
か き

、または お花器
か き

といいます。」 

「生け花？」 

「はい。生け花も 日本の でんとうぶんかですね。フラワーアレンジメントと すこし ちがいます。」 

「どう ちがいますか。」 

「ええと。私の 生け花の学校
がっこう

では、お花器
か き

は 何でもいいです。あさいものでも いいです。」 

「なるほど、そうですか。ほかには。」 

「生け花では、時々 けんざんを つかいます。これで 花
はな

のかくどを かえることが できます。 

ちょっと まってください。今 スマホで けんざんの しゃしんを 見せますね。」 

「ああ、これは おもしろいですね。」 

「はい、とても べんりです。こんど、いっしょに 生け花を しませんか。 

私のいえに お花器
か き

も けんざんも ありますよ。」 

「本当
ほんとう

ですか。したいです！たのしみです。」 

 
かびん あさい なるほど
vase shallow I see. 

または かくど かえる
or angle; degree to change

何でも 見せる こんど
anything to show next time; this time

39-30
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チェックしましょう
❑どんな 日本の でんとうぶんかについて べんきょうしましたか。
それについて、パートナーに話してください。

❑ ほかに、どんな日本のでんとうぶんかを しっていますか。
それをどこで見ましたか。本で読みましたか。
それについて、パートナーに話してください。

❑ どんな日本のでんとうぶんかを たいけんしたいですか。
それはどうしてですか。

❑ 今の日本のポップカルチャーは好きですか。
とくに、何が好きですか。
どうしてですか。

たいけんする to experience

39-31



２）Interrogatives＋か・も・でも
When particlesか, も and でも are attached to interrogatives, they are no longer 
questions. Take a look at the chart below to see what they become. 

何 だれ どこ いつ どちら どれ

what who where when which one of 
the two

which one 
of three or 
more items

何か だれか どこか いつか どちらか どれか

something somebody somewhere someday one of the two one of them

ぜんぶ みな どこも+pos いつも+pos どちらも+pos どれも+pos

everything everyone everywhere always both all

何も+neg だれも+neg どこも+neg いつも+neg どちらも+neg どれも+neg

nothing nobody nowhere never none of them none of 
them

何でも だれでも どこでも いつでも どちらでも どれでも

anything anybody anywhere anytime either one any of them
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「何かスポーツをしますか。」

「いいえ、何もしません。 」

「何かスポーツをしますか。」

「はい、します。」

「何をしますか。」

「バスケットボールをします。」

「何かスポーツをしますか。」

「はい、何でもします。」

「だれかいますか。」

「いいえ、だれもいません。」

「だれかきてください。 だれでも
いいです。」

「私が行きます。」

Here are some 
example 
sentences with 
the words on the 
previous slide. 

“Do you play any sports?”
“No, none.”

“Do you play any sports?”
“Yes, I do.”
“What do you play?”
“I play basketball.”

“Do you play any sports?”
“Yes, I do any kind of sports ”

“Is someone here?”
“No, nobody.”

“Please someone come. Anybody is 
fine.”
“I will.”
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「いつかいっしょに うみに 行きましょう。」

「いいですね。いつ行きましょうか。」

「いつでもいいですよ。よく、行きますか。」

「ええ、いつも日曜日に うみに行きます。」

「どこで食べましょうか。」

「どこでもいいです。でも、どこか きれいなところで
食べましょう。」

「わかりました。でも、どこもいっぱいですね。それに、
どこもきれいじゃありませんね。」

「どれかとってください。どれでもいいです。」

「どれもおいしいですよ。」

「どちらかえらんでください。どちらでもいいです。」

「そうですか。でも、どちらもよくないですよ。」

「今日、だれかに会いますか。」

「いいえ、だれにも会いません。」

「どこかへ行きましたか。」

「いいえ、どこへも行きませんでした。」

“Let’s go to the beach together 
someday.”
“Sounds good. When shall we go?”
“Anytime. Do you go often?”
“Yes, always on Sundays.”

“Where shall we eat?”
“Anywhere. But let’s eat somewhere 
clean.”
“Understood. But it is full everywhere. 
In addition, nowhere is clean.”

“Please take whatever. Any of them 
will do.”
“All are delicious.”

“Select one of these. Whichever.”
“I see. But neither of them is good.”

“Are you going to see someone 
today?”
“No, no one.”

“Did you go anywhere?”
“No. I went nowhere..”
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チェックしましょう

❑ （ ）の中に、 39-2８から ただしいことばを入れましょう。

a) 「おなかがすきましたね。 （ ）食べましょうか。」

「そうですね。（ ）を食べましょうか。」

「（ ）いいです。」

b) 「いっしょにえいがに行きませんか。」

「いいですね。（ ）を見ましょうか。」

「私は（ ）いいですよ。でも、あたらしいスパイダーマンはどうで

すか。」

「私も それで いいですよ。じゃあ（ ）見ましょうか。」

「（ ）いいですが、とくに 週まつがいいですね。」

「じゃあ、土曜日に見ましょう。（ ）に行きましょうか。」

「（ ）いいです。でも、ちかいえいがかんに行きましょう。」

「そうですね。そうしましょう。」

c) 「明日のパーティーに（ ）行きますか。」

「私は いそがしいですから。田中さんもしごとです。」
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40.ふつうけい かこ

40-37



1) けいようし adjectives

きのう、山本さんは元気じゃ
なかったです。
でも今日は元気です。

ふつうけい non-past past

positive つよい つよかった

negative つよくない つよくなかった

きのうはかぜがつよかったです。
でも今日はつよくないです。

ていねいけい non-past past

positive つよいです つよかったです

negative つよくないです
つよくありません

つよくなかったです
つよくありませんでした

ていねいけい non-past past

positive 元気です 元気でした

negative 元気じゃないです
元気じゃありません

元気じゃなかったです
元気じゃありませんでした

ふつうけい non-past past

positive 元気だ 元気だった

negative 元気じゃない 元気じゃなかった

い-adjective

な-adjective
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チェックしましょう けいようし
❑ Sort the adjectives below into い-adjectives and な-adjectives.

❑ Conjugate a few adjectives from each group of adjectives to non-past tense 
positive and negative and past tense positive and negative in ていねいけい. 

❑ Conjugate the adjectives you used for the previous questions in ふつうけい.

❑ Make a few sentences using these adjectives. Here are some sentence starters. 
アメリカのケーキ 私のスマホ この大学 オレゴンのはる 日本語のクラス 日本
りょうり すうがく 私のきんじょ チュータリング 私 私のともだち 私のいえ

❑ Use two or more adjectives in a sentence using て form of adjectives. 

a) おいしい
b) まずい
c) 大きい
d) 小さい
e) しずか
f) うるさい
g) あつい
h) さむい
i) たかい
j) やすい
k) きたない
l) きれい

m) おもしろい
n) つまらない
o) かんたん
p) むずかしい
q) たいへん
r) とおい
s) ちかい
t) はやい
u) おそい
v) ながい
w) みじかい
x) たかい

y) ひくい
z) すき
aa) きらい
bb) *いい

て form of adjectives

い → くて （大きい → 大きくて）

私のねこは大きくてしろいです。
My cat is big and white.

な → で （しずか → しずかで）

私のきんじょはしずかできれいです。
My neighborhood is quite and beautiful.
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2) めいし nouns

ふつうけい non-past past

positive でんとうだ でんとうだった

negative でんとうじゃない でんとうじゃなかった

ていねいけい non-past past

positive でんとうです でんとうでした

negative でんとうじゃないです
でんとうじゃありません

でんとうじゃなかったです
でんとうじゃありませんでした

Conjugation of nouns are similar to that of な-adjectives.

While example a) below might be used for conversation, narrative presentation, 
etc., b) is used mainly for written works such as articles. 

a) 日本人は、すもうもラグビーも好きです。でも、すもうは日本のでんとうぶんか
ですが、ラグビーは日本のでんとうぶんかじゃありません。

b) 日本人は、すもうもラグビーも好きだ。しかし、すもうは日本のでんとうぶんかだ
が、ラグビーは日本のでんとうぶんかじゃない。
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3) どうし verbs
Do you rememberて
form of verbs?
ふつうけいかこ or plain 
form past tense of verbs 
is called た form.
Though the usage is 
different, the way you 
make た form is exactly 
likeて from. You just 
need to replace てwith
た.

Song of て form and た
form

ますけい てけい たけい じしょけい

かいます かって かった かう (1)

たちます たって たった たつ (1)

はいります はいって はいった はいる (1)

しにます しんで しんだ しぬ (1)

あそびます あそんで あそんだ あそぶ (1)

よみます よんで よんだ よむ (1)

ききます きいて きいた きく (1)

およぎます およいで およいだ およぐ (1)

行きます 行って 行った 行く (1)

きます きて きた くる (3)

します して した する (3)

はなします はなして はなした はなす (1)

います いて いた いる (2)

でます でて でた でる (2)
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グループ３

ふつうけい non-past past

positive する した

negative しない しなかった

ていねいけい non-past past

positive します しました

negative しません しませんでした

ふつうけい non-past past

positive くる きた

negative こない こなかった

ていねいけい non-past past

positive きます きました

negative きません きませんでした

うんどう（を）する
べんきょう（を）する
りょうり（を）する
でんわ（を）する
さんぽ（を）する
しごと（を）する
うんてん（を）する to drive
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グループ２

ふつうけい non-past past

positive いる いた

negative いない いなかった

ていねいけい non-past past

positive います いました

negative いません いませんでした

ふつうけい non-past past

positive でる でた

negative でない でなかった

ていねいけい non-past past

positive でます でました

negative でません でませんでした

つける to put on
やめる to quit
かりる to borrow
見る
見せる to show
あびる to shower
きる to wear
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グループ１ いちり⇒った
ふつうけい non-past past

positive かう かった

negative かわない かわなかった

ていねいけい non-past past

positive かいます かいました

negative かいません かいませんでした

ふつうけい non-past past

positive まつ まった

negative またない またなかった

ていねいけい non-past past

positive まちます まちました

negative まちません まちませんでした

ふつうけい non-past past

positive とる とった

negative とらない とらなかった

ていねいけい non-past past

positive とります とりました

negative とりません とりませんでした

うる to sell はしる to run うたう to sing
とる to take はいる to enter たつ to stand
つかう to use わらう to laugh ならう to learn
つくる to make のる to ride あらう to wash
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グループ１ にびみ⇒んだ
ふつうけい non-past past

positive しぬ しんだ

negative しなない しななかった

ていねいけい non-past past

positive しにます しにました

negative しにません しにませんでした

ふつうけい non-past past

positive とぶ とんだ

negative とばない とばなかった

ていねいけい non-past past

positive とびます とびました

negative とびません とびませんでした

ふつうけい non-past past

positive のむ のんだ

negative のまない のまなかった

ていねいけい non-past past

positive のみます のみました

negative のみません のみませんでした

読む
あそぶ to play (with something, someone)
まなぶ to learn
すむ to live (somewhere)
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グループ１ き⇒いた ぎ⇒いだ
ふつうけい non-past past

positive きく きいた

negative きかない きかなかった

ていねいけい non-past past

positive ききます ききました

negative ききません ききませんでした

ふつうけい non-past past

positive およぐ およいだ

negative およがない およがなかった

ていねいけい non-past past

positive およぎます およぎました

negative およぎません およぎませんでした

かく はたらく みがく あるく
to draw to work to polish to walk
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グループ１ 行きます⇒行った し⇒した

ふつうけい non-past past

positive 行く 行った

negative 行かない 行かなかった

ていねいけい non-past past

positive 行きます 行きました

negative 行きません 行きませんでした

ふつうけい non-past past

positive はなす はなした

negative はなさない はなさなかった

ていねいけい non-past past

positive はなします はなしました

negative はなしません はなしませんでした

かす to lend 
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チェックしましょう

❑ めいし(noun)ですか。どうし(verb)ですか。けいようし(adjective)ですか。

❑ ふつうけいのひてい(negative)、かこ(past tense)を言いましょう。

a)飲む 食べる 休む 明るい あたらしい

b)まつ 行く 大きい 走る 起きる つまらない

c)ねる きれい 来る 元気 あそぶ かえる

d)しぬ する 聞く かく ねこ あたたかい

e)学生 ある いる 好き あらう みがく

f)かう 話す ひろい およぐ のる はたらく

g)入る 先生 出る たつ さむい 田中さん
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チェックしましょう

❑ ３７－６をふつうけいのぶんにしましょう。

❑ つぎのぶんをふつうけいにしましょう。

きのうは １０月３日でした。 えいがに行きました。そしてJokerを見ました。

Jokerはおもしろかったです。でも、ちょっとこわかったです。
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チェックしましょう
❑ Read the paragraph below. Then change “tomorrow” to “yesterday.” That means 

you will have to conjugate the words to past-tense. 

明日は４月２日、月曜日だ。 アルバイトのめんせつがある。 だから6時に起きる。

そして、シャワーをあびる。 それからコーヒーを飲む。 朝ごはんは食べない。

7時までに、はをみがく。 そしてすこしフォーマルなふくをきる。明日の天気はくもりだ。

あたたかい。 そして雨はふらない。 かさはいらない。

7時に、いえを出る。 めんせつはダウンタウンであるから、バスで行く。 いえからバス

ていまで、あるいて10分くらいだ。 そこからダウンタウンまで、バスで30分くらいだ。

めんせつは８時にはじまる。 すこしこわいが、がんばって話す。

めんせつ interview
ふる to fall (from sky)
いる to need
はじまる to start
がんばる to do one’s best
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チェックしましょう
❑ 下のぶんしょうを読んで、ていねいけいにしましょう。

昨日は４月2日、月曜日だった。 アルバイトのめんせつがあった。 だから６時に起きた。

そしてシャワーをあびた。 それからコーヒーを飲んだ。朝ごはんは食べなかった。 7時ま

でに、はをみがいた。 そしてすこしフォーマルなふくをきた。 昨日の天気はくもりだった。

あたたかかった。 そして雨はふらなかった。 かさはいらなかった。

7時にいえを出た。 めんせつはダウンタウンであったから、バスで行った。 いえから

バスていまで、あるいて１０分くらいだった。 そこからダウンタウンまで、バスで30分

くらいだった。 めんせつは8時にはじまった。 少しこわかったが、がんばって話した。
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カジュアルに話しましょう
Use ふつうけい to chat with your partner casually. Make sure to give comments and 
ask related questions. 

a) Was it cold last night?
b) Did you do your Japanese homework?
c) How was it?
d) Did you have coffee this morning?
e) Did you have breakfast this morning? 
f) Did you speak Japanese yesterday?
g) Did you play with a game yesterday?
h) Did you watch TV?
i) Did you swim last year?
j) Did you study Japanese on weekend?
k) Did you brush your teeth this morning?
l) Did you run this weekend?
m) Did you come to school yesterday?
n) Make your own!
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４）どうしたんですか What happened?
こうばんで

ジョン： 「すみません。おまわりさん。」

けいかん：「はい、どうしたんですか。」

ジョン： 「みちがわからないんです。」

けいかん：「どこに行きたいんですか。」

ジョン： 「アメリカたいしかんに行きたいんです。」

けいかん：「たいしかんですか。えっと、あそこに、

はしがありますね。」

ジョン: 「はい。」

けいかん：「まず、そこをわたってください。」

ジョン: 「はい。」

けいかん：「そして、その先のこうさてんを、 左に

まがってください。」

ジョン: 「はい。はしをわたって、こうさてんを左に

まがるんですね。」

けいかん：「そうです。そこから５０メートルです。」

ジョン： 「そうですか。どうもありがとうございます。」

“Excuse me, police officer.”
“Yes, what happened?”
“I am lost.”
“Where do you want to go?”
“I want to go to the US embassy.”
“Embassy, right? Well. There is a 
bridge over there.”
“Yes.”
“First cross that bridge.”
“Yes.”
“Then turn left at the intersection 
after that.”
“Yes. Cross the bridge and turn 
left at the intersection, right?”
“Yes. It is about 50m ahead from 
there.”
“I see. Thank you very much.”

はし bridge
こうさてん intersection
先 beyond, ahead
わたる to cross
まがる to turn
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どうしたんですか。
“どうしたんですか” or “What happened?” is used if there are some clues which lead 
the speaker to the assumptions that something has happened. You should treat this 
“の” in ～のです or “ん” in “～んです” just like a noun. This structure follows plain 
form except when the word is a noun or な-adjective non-past affirmative form. 

べんきょう to study
こわれる to be broken
おもいだす to recall
わすれる to forget

a) びょうきなんです。
b) わからないんです。
c) あついんです。
d) テストがよかったんです。
e) 今おもいだしたんです。
f) パソコンがこわれたんです。

b) c)

d) e) f)

a)
Noun orな adjective non-past positive + な + の/ん です
OR
ふつうけい + の/んです
It is that ～. 
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～んですか
If you are just asking if it is going to be cold today “今日はさむいですか” is perfect to be 
used. However, “さむいんですか” is more appropriate if you see a person shivering. The 
latter might be translated as “Is it that you are cold?” This type of “～んですか” 
structure is used when you have some clues which lead to an assumption and to 
confirm that the assumption is correct, (i.e. that a person seems to be cold and in fact 
is) and maybe you imply that you want more information. You can reply with giving 
reasons or explanations by using “～んです” structure. See the example below for a).
a) 「さむいんですか。」
「はい、さむいんです。ジャケットをわすれたんです。」

a) さむいんですか。
b) びょうきなんですか。
c) （テストが）よかったんですか。

a) b) c) d) e)

d) あついんですか。
e) わからないんですか。
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チェックしましょう

先生： おとといは、休みでしたね。どうしたんですか。

学生： びょうきだったんです。

先生： そうですか。それはたいへんでしたね。今日はどうなんですか。

学生： 今日はとても元気です。

先生： それはよかったですね。おとといや、昨日はメールもできなかったんですか。

学生： すみません。ベッドから出ることができなかったんです。

先生： そうですか。じゃあべんきょうはぜんぜんできなかったんですね。

学生： はい、ずっとねていたんです。

先生： そうですか。それではしかたがないですね。とにかく、よくなって よかったですね。

❑ 下の先生と学生の会話を読みましょう。
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ずっと throughout

しかたがない it can not be helped

とにかく anyway

よくなる to get better



チェックしましょう

❑ Answer withはい and give reasons and/or 
explanations usingんです structure.

a) 今日は大学に行かないんですか。

b) 週まつは、一日中うちにいたんですか。

c) 昨日おそくまで、ねなかったんですか。

d) よく食べますね。

e) 朝ごはんはいつも食べないんですか。

f) 昨日のしゅくだいはしたんですか。

g) 土曜日にそうじするんですか。

h) 明日は１０時に起きるんですか。

i) いそがしいんですか。

Remember about replying with 
“はい”for “yes” even for negative 
questions. For “今日は大学に行
かないんですか”, you answer 
with “はい、行かないんです” as 
you agree with the question itself. 

Then you can add your reasons 
and/or explanations such as “今日
の私のじゅぎょうは休こうになった
んです,” which means “my classes 
today became cancelled.
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1) ～とおもう

2) ホストファミリーへのてがみ
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1)～とおもいます

Attaching “とおもいます” after ふつうけい can 
add the meaning of “I think.” More about this 
will come later.  

plain form + と おもいます
I think ～

Particle と is used to mark the 
content of one’s thought

Try adding とおもいます to the 
phrases below. Make sure to 
change the phrases to their
ふつうけいwhen adding 
とおもいます .
a) いきます
b) いきません
c) します
d) しません
e) いいです
f) よくないです
g) 学生です

先生

すみません。ねぼうしました。昨日11時半まで

アルバイトをしていたんです。今から家を出ます。

でも、たぶん１５分くらいおくれるとおもいます。

ほんとうにすみません。

スティーブ・ジョーンズ

Learn how to type Japanese using your 
computer and cellphone. 

Try adding とおもいます to more phrases below. 
h) べんりです j) ありません
i) べんりじゃないです k) 学生じゃありません
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❑ いいとおもいますか。（～は、いいとおもいますか。）

a) 今日のよるの天気

b) 明日の朝の天気

c) 明日の昼の天気

❑ どうおもいますか。（～について、どうおもいますか。～を、どうおもいま

すか。）

a) オンラインのクラス

b) この大学のカフェテリア

c) この大学のコーヒーショップ

d) ポートランド

e) Make your own.

チェックしましょう

～について about ～
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“I think so, too.” は日本語で
「私もそうおもいます。」です。



2) ホストファミリーへのてがみ
ホストファミリーのみなさん

お元気ですか。 私は元気です。

日本では4月に１週間おせわになり、ほんとう

にありがとうございました。 いろいろな

たいけんをすることができて、毎日がしんせん

で、たのしかったです。 うつくしい

さくらも見ることができて、うれしかったです。

ほんとうに きれいなくにだとおもいました。

また日本に行って、みなさんに会いたいです。

そして、今度はもっと日本語で話したいです。

そのために、もっと日本語をれんしゅうします。

みなさんも、オレゴンに来てください。

私があんないします。

それでは、みなさんお元気で。

５月20日

スティーブ・ジョーンズ

As seen in the third sentence of the letter “な
り”, the conjunctive form of verb なる can be
often used instead ofて form, especially in 
written language when there is another verb 
in the sentence.

おせわになる to be taken care of
あんないする to guide
うつくしい beautiful
うれしい glad
しんせん fresh
今度 this time, next time
もっと more

41-62



❑ この大学について話しましょう。

a) この大学は何がいいとおもいますか。何がよくないとおもいますか。

b) この大学に何がほしいですか。この大学で、何がしたいですか。

c) 好きなプログラムはありますか。みなさんのせんこうのプログラムを
どうおもいますか。

❑ この大学の日本語のプログラムのいいところについて、かいてください。
せんでんにつかいます。

チェックしましょう

たてもの building
しせつ facility
りっぱ splendid; great
りゅう学 study abroad
りゅう学生 exchange student
チュータリング tutoring
クラブ club
しょうがく金 scholarship
オンライン online
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❑ Talk to your partner and find out the common 
hobbies and/or favorite things to do. Also, find 
out the things that you both don’t like. Utilize the 
structures such as the ones listed below. 
• しゅみは何ですか。 ～ことです。

• ～のが好きですか。

• ～をどう思いますか。

❑ Compare and contrast the things you talked about 
with your partner and write them down in 
sentences. 
• 私も、～さんも・・・が好きです。

• でも、

チェックしましょう
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42. 天気・気こう weather and climate

1) 天気・気温

2) なる

3) 日本のちり：

42-66

都道府県
と ど う ふ け ん

 



1) 天気・気温
はれる to become sunny
くもる to become cloudy
ふる to rain
ふく to blow
気温 air temperature
せっし Celsius
かし Fahrenheit 
～度 ～ degree

はれます It becomes sunny.
はれています It is sunny.
雪がふります It snows. / It will snow.
雪がふっています It is snowing.
風がふきます Wind blows. / Wind will blow. 
風がふいています Wind is blowing.

A: 今日はあたたかいですね。

B: そうですね。今はくもっていますが、

昼からはれますよ。

A: 今、気温は何度くらいですか。

B: えっと、今見ますね。ええと・・・。１３度

くらいですね。さいこう気温はせっし

１６度くらいです。

A: そうですか。かし６１度くらいですね。

(Centigrade X 9/5) + 32 = Fahrenheit
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日本の雨
日本では春と夏の間につゆがあります。
つゆは6月の中ごろから７月のはじめごろの雨の
きせつです。

雨にはいろいろなしゅるいがあります。

五月雨（さみだれ） early summer rain
時雨（しぐれ） drizzle
にわか雨 shower
春雨（はるさめ） spring rain
秋雨（あきさめ） fall rain
村雨（むらさめ） passing rain

雨のおとも いろいろあります。

ポツポツふる light sprinkle
しとしとふる light continuous rain
ザーザーふる downpour

ザーザーふることを「どしゃぶり」ともいいます。

日本の子どもたちは、てるてるぼうずをつくって

「明日雨がふりませんように。」とおねがいします。

日本の子どもたちは、冬に
雪だるまをつくります。日本の
雪だるまとアメリカの雪だるまは
少しちがいます。

つゆ rainy season
しゅるい type
おと sound
子どもたち children
雪だるま snowman

てるてるぼうず
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2) なる
A:空がくらくなりましたねえ。
B: 雨になるとおもいますよ。
A: そうですね。かさはもっていますか。
B: もっていません。かさをさすのが好きじゃないんです。
でもレインコートをきて来ました。

A: それはよかったですね。私はかさもレインコートも
ありませんから、ぬれてかえります。

B: 雨がふりませんように！

くらい dark
もつ to have, to hold
なる to become
ぬれる to get wet
かさをさす to use umbrella

い adjective: change last い to く + なる
な adjective or noun: + に + なる
to become ～

“なる” resembles the English word “to become.” 
“なる” can be used with adjectives, nouns and 
verbs. You will learn how to use なるwith verbs
later.

Try making ～なる sentences 
starting with the words 
below.
a) 21さい
b) きれい
c) 好き
d) むずかしい
e) あたたかい
f) 春
g) 先生
h) つまらない

A: The sky has become dark.
B: I think it will rain.
A: I agree. Do you have an umbrella?
B: I don’t. I don’t like using an umbrella. But I wore 

raincoat (to come here).
A: That is good. I don’t have either umbrella or 

raincoat, so I will go home wet.
B: I hope it won’t rain!
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チェックしましょう
❑ Rephrase the sentences below by using “なる.”

れい） 朝は、はれていました。でも今は雨です。 ⇒
（朝は、はれていましたが）雨になりました。

a) 昨日は気温が低かったです。でも今は少し気温が高いです。

b) おとといからひどい雨がふっています。でも明日ははれです。

c) むかしは、すしがきらいでした。でも今は好きです。

d) スープがつめたくなりました。だからまずいです。

❑ How are the things below compared to 10 years ago. And what do you think 
they will be like from now on?
どうなりましたか。これからどうなるとおもいますか。

a) オレゴンの人口

b) けいたい電話

c) 気温

❑ Tell your partner what you want to be and/or how you 
want to be. 何になりたいですか。どうなりたいですか。

れい） 私は、グラフィックアーティストになりたいです。
私は、つよくなりたいです。
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3) 日本のちり：

日本
に ほ ん

には 1都
と

１道
どう

２府
ふ

４３県
けん

があります。都
と

は

東京都
と う き ょ う と

、道
どう

は北海道
ほっかいどう

、府
ふ

は大阪府
おお さかふ

と京都府
き ょ う と ふ

です。

ほかに、富山県
と や ま け ん

や長野県
ながのけん

など、４３県
けん

があります。

日本は細長
ほそなが

い島国
しまぐに

で、一番北の北海道はカナダ

くらい北に、一番南の沖縄
おきなわ

は、フロリダくらい南に

あります。それで、北と南では気候
き こ う

がかなり 

ちがいます。 

 

ほそながい long and skinny
きこう climate
かなり considerably

日本のきこう

日本はどのくらい

都道府県
と ど う ふ け ん
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～より
a) とうきょうは、きょうとより人口が多いです。

b) ひろしまは、おおさかより西にあります。

c) 北海道はふくしまより気温が低いです。

d) 日本の中で、おきなわが一番暑いです。

a) Tokyo has a higher population than
Kyoto.

b) Hiroshima is located farther west than
Osaka.

c) Hokkaido has lower temperature than
Fukushima.

d) Okinawa is the hottest in Japan. Translate sentences 
below in Japanese. 
a) I like cats more than

dogs.
b) Japanese is easier 

than Greek.
c) It is warmer today 

than yesterday.
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チェックしましょう

❑ えいごにやくしてください。 Translate to English.

a) 私は子どもより、はやく起きます。

b) こうちゃより、コーヒーが飲みたいです。

c) こうちゃより、コーヒー（のほう）が好きです。

d) 「今日は昨日より寒いですね。」
「そうですか。（今日より）昨日（のほう）が寒かったとおもいますけど。」

❑ しつもんにこたえてください。 Answer the questions below about Japan.

a) とやまと、とうきょうと、ながさきの中で、どこが一番
あたたかいとおもいますか。

b) 日本で、どこが一番雪がふるとおもいますか。

c) 夏、どこが一番気温が高いとおもいますか。

d) 冬、どこが一番気温が低いとおもいますか。

e) おおさかと、きょうと、どちらが人口が
多いとおもいますか。
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1) でしょう・かもしれません

43. Uncertainty 
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1) でしょう・かもしれません

Make a sentence using ～でしょう
or ～かもしれません.
a) It will be sunny tomorrow
b) It might rain in the afternoon
c) I might go to the meeting.
d) Final exam will be difficult.
e) I might not be able to do it.
f) I might not be able to get up 

early tomorrow.
g) Everyone will be wearing mask 

in fall term at school.
だろう and かもしれない are the plain forms 
of でしょう andかもしれません respectively.

dic. form of noun or な-adj. + でしょう
or
plain form + でしょう
probably ～

でしょう and かもしれません can convey 
uncertainty. It can be attached to nouns, 
adjectives and/or verbs. 

雨です。 It rains.
雨でしょう。 It will probably rain.
雨かもしれません。 It might rain. 

これは、しゅくだいだったかもしれません。
This might have been a homework 
assignment.

えっ、それはしゅくだいじゃなかったでしょう。
What! It wasn’t a homework assignment. (I 
hope.)

dic. form of noun or な-adj. + 
かもしれません or
plain form + かもしれません
might ～

43-76



A: いやなくもですね。雨がふるとおもいますか。
B: そうですね。ふるかもしれませんねえ。

A:土曜日のパーティーに行きますか？
B: ううん。まだわかりません。行きたくないんですが、
行くかもしれません。大木さんは行くでしょうか。

A: さあ。でも、行くかもしれませんよ。

A: あの男性が中田さんでしょうか。
B: ええと。ちがうとおもいます。中田さんは
２５さいくらいのわかい男性ですよね。

A: あ、じゃあ あそこの男性かもしれませんね。
B: そうですね。電話番号がありますから、電話を
かけましょう。

A: このめんはうどんでしょうか。
B: ええと、うどんよりほそいですね。そうめんでしょうか。
A: ううん。そうめんよりふといですよ。ひやむぎかも
しれませんね。

A: 私たち、10年後は、どうなっているでしょうね。
B: そうですねえ。私はけっこんしているとおもいます。
子どもも いるかもしれません。

A: そうなんですか! 私は多分まだ大学にいるでしょう
ね。大学いんに行きたいですから。

男性 だんせい
male person

(電話を)かける
to make a call

10年後 10ねんご
10 years later

けっこんする
to marry

大学いん
graduate school

めん noodle

わかい young

ほそい skinny; thin

ふとい fat; thick

Additional example 
sentences with でしょう
and かもしれません
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さあ in this 
situation 
means “I don’t 
know.”

あそこ
over there



チェックしましょう
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❑ Talk about the weather in Japan 
by looking at the weather map at 
the link below. Use～でしょう
and ～かもしれません.
https://weathernews.jp/s/

札幌：さっぽろ
新潟：にいがた
金沢：かなざわ
広島：ひろしま
福岡：ふくおか
那覇：なは

仙台：せんだい
東京：とうきょう
名古屋：なごや
大阪：おおさか
高知：こうち

市 as in 札幌市on 
the map is read 
し.It means city. 

https://weathernews.jp/s/


❑ 明日の天気について話しましょう。～かもしれません・～でしょう

を使いましょう。

❑ １０年後について話しましょう。～かもしれません・～でしょうを使

いましょう。 （どこにいるでしょうか。何をしているでしょうか。）

❑ おみくじを作って、クラスメートにあげましょう。

チェックしましょう

おみくじ is a fortune written on a strip of paper that 
you can draw from a おみくじ box in じんじゃ or おてら.
If not so good fortune, tie it to a tree branch or a 
designated place to improve your fortune. 
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44. Too much

1) ～も

2) ～すぎる
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1) ～も

Try asking how many your partner has or 
had and comment on the answer using ～も
structure. 
a) コーヒー （７はい）
b) クラス （５つ）
c) ゲーム （８時間）
d) かさ （１０本）
e) ねこ （９ひき）
f) ふるいけいたい（１２台）

Read the dialogue below and see the 
role of the particle も.

「ハンバーガーがおいしくて・・・。」
「いくつ食べたんですか。」
「４つです。」
「４つも食べたんですか！」

“The hamburger was so good and... “
“How many did you eat?”
“Four.”
“You ate four! (That is a lot!)”

「うちのねこ、15キログラムです。」
「ええっ、１５キロも あるんですか！」

「あめ、何こ ほしいですか。」
「１００こ、おねがいします。」
「ええっ！ 100こも！」

「かみ、何まい いりますか。」
「４０まいくらい おねがいします。」
「えっ、４０まいも いるんですか。」

Particle も is used to add the emphasis of 
something being a lot. 

Particle も can be used with negative 
sentence to express “not even.”
このすう学のもんだい、一つもわかりません。
I don’t understand even one of these math 
problems. 

あめ candy
もんだい problem
いる to need
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2) ～すぎる

Try making ～すぎる phrases using 
the words below.
a) まずい
b) きたない
c) 有名
d) はたらく
e) おもい
f) くらい
g) 大きい
h) 多い
i) あそぶ
j) 運動する
k) ねる

verb ます form (without ます) + すぎる
い adjective without the last い + すぎる
な adjective dictionary form + すぎる
too ～

～すぎる can be added to verbs and 
adjectives to express excessiveness and 
undesirable state. 

昨日は飲みすぎました。
I drank too much yesterday.

このかばんは小さすぎます。
This bag is too small.

ここはふべんすぎて好きじゃないです。
It is too inconvenient here and I don’t like it. 

はたらく to work
おもい heavy
くらい dark
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❑ Make a dialogue with your partner using the structures ～んだ, ～も, 
and～すぎる.
れい） ate too much, how many, 4 hamburgers 

「ハンバーガー、食べすぎました。」
「いくつ食べたんですか。」
「４つです。」
「４つも！それは食べすぎですよ。」

チェックしましょう

～すぎです instead of ～すぎ
ます is often used when 
stating your opinion/feeling 
about it.

a) slept too much, how many hours, 12 hours

b) used too much money yesterday, how much, $800

c) watched “Endgame” too much, how many times, 6 times

d) drank too much coffee, how many cups （何はい）, 
5 cups

e) ran too much, how many miles, 12 miles

❑ Talk about something that is undesirable 
and/or excessive, or that you did excessively 
recently.
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1) かのうけい potential form

2) びょういんで

3) Modifying a noun with a clause

45.けんこうとびょうき health and sickness
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かのうけい potential form
～ が + potential form of verb
be able to ～

The sentence structure with ～ができます expresses 
the ability or capability shown in the example a) 
below. Another way to express that is to use potential 
form or かのうけい of verbs shown in the example b) 
below. Both example a) and b) mean “I can play the 
piano.”

a) 私はピアノをひくことができます。

b) 私はピアノがひけます。

When making the potential form of each verb, pay 
attention to the group the verb belongs to. The 
details are in the following slides. 

Once verbs change to their potential form, they 
conjugate like group 2 verbs. For example, “ひく” is a 
group 1 verb but “ひける,” its potential form 
conjugates like group 2. So, ます form of “ひける” is 
ひけます. 

Quick peek of how to make 
potential form of verbs

グループ３:
する→できる

くる→こられる

グループ２

おきる→おきられる

ねる→ねられる

グループ１

あう→あえる

かく→かける
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グループ３ ～ことができる かのうけい

する することができる できる

くる くることができる こられる

うんてん（を）する
けっこん（を）する
れんしゅう（を）する
あんない（を）する

グループ２ ～ことができる かのうけい

食べる 食べることができる 食べられる

やめる やめることができる やめられる

つける やめる
かりる 見る
見せる あびる
きる ねる

グループ１ ～ことができる かのうけい

なる なることができる なれる

はたらく はたらくことができる はたらける

うる はしる
まがる ひく
わらう つくる
とる あるく
はいる のる
はたらく わたる
のぼる かす
つかう がんばる
うたう ふく

a. ならない
b. なります
c. なる
d. なれる
e. なろう

a. はたらかない
b. はたらきます
c. はたらく
d. はたらける
e. はたらこう

Some examples of potential form of verbs by group:
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2)びょういんで

いしゃ： どうしましたか。
かんじゃ： のどがいたいんです。 こえもあまり出ません。
いしゃ： いつからですか。
かんじゃ： 先週のはじめからです。
いしゃ： じゃ、ちょっと見ますね。口を大きくあけられますか。
かんじゃ： はい。
いしゃ： たばこはすいますか。
かんじゃ： はい、一日に８本くらいすいます。
いしゃ： そうですか。それはよくないですね。やめられますか。
かんじゃ： えっ？ 今はのどがいたいので、すっていませんよ。
いしゃ： そうですか。しょくよくはどうですか。
かんじゃ： しょくよく？
いしゃ： はい。何でも食べられますか。
かんじゃ： さいきんは、あまり食べたくないんです。
いしゃ： そうですか。しょくよくがないんですね。

いしゃ doctor
かんじゃ patient
こえ voice
たばこ tobacco
しょくよく appetite
すう to inhale
やめる to quit
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いしゃ： 毎日何時間くらいねていますか。
かんじゃ： たぶん４時間くらいです。
いしゃ： それは少ないですね。ねられないんですか。しごとは？
かんじゃ： とてもいそがしくて、いつもつかれています。
いしゃ： はたらきすぎですね。 もう少し家で休めますか。
かんじゃ： しごとがいそがしいので・・・。でもはやくねます。
いしゃ： たばこもやめられますか。
かんじゃ： それはこまります。よくないことはわかっているんですが。

おさけはのんでもいいですか。
いしゃ： そうですね。たばこはいけませんが、おさけはいいですよ。

でも少しだけですよ。
かんじゃ： わかりました。だいじょうぶです。

運動はしてもいいですか。
いしゃ： してもいいですが、そんなエネルギーはありますか。
かんじゃ： そうですねえ。ないかもしれません。
いしゃ： まずはゆっくり休んでください。はたらきすぎはだめですよ。

のどのくすりを出しますから、一日に一回のんでください。
かんじゃ： わかりました。ありがとうございます。

くすり
medicine

こまる
to cause trouble
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チェックしましょう
❑ Ask your partner if he/she can do the things below using かのうけい. Make 

sure to comment on the replies or give related questions. 

a) sleep for 12 hours

b) eat a lot 

c) play the flute

d) play the guitar

e) swim

f) run a marathon

g) make crane with origami

h) play the game of go

i) come to the college at 7am tomorrow

j) drive

k) dance

l) sing a Japanese song

m) write your teacher’s name using Kanji
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3) Modifying a noun with a clause
All modifiers in Japanese language precede what is modified. For example, the 
adjective 大きい is placed before the noun ねこ in the noun phrase 大きいねこ. 
Similarly, if the noun has a modifier that is a sentence, it precedes the noun. 
昨日のんだくすりは、とてもにがかったです。
The medicine I took yesterday was very bitter. 
くすりはにがかったです or “the medicine was bitter” is the main part of the sentence. 
昨日のんだ is the modifier and gives more information about the medicine or くすり
by being placed before it. When a sentence modifying something is only a part of the 
whole sentence, it is called a clause. 

Find the clause modifiers for the sentences below. 
Also, think what each sentence means. 
example: 

私が使っているせっけんは、いいにおいですよ。
私が使っている is the clause modifier for the word せっけん

a) 作ったりょうりはテーブルの上にならべてください。
b) じぶんがしたことに、せきにんをもってください。
c) しゅくだいをしなかった人は、このレッスンがわかりませんよ。
d) バスがべんりなきんじょにすんでいます。
e) きおんがひくい夏は、「れいか」といいます。
f) このテストのせいせきがよくない学生は、先生に話してください。
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せっけん soap

におい smell

じぶん self

せきにん
responsibility

せいせき
academic grade

にがい bitter

ならべる
to arrange



クラスの中のだれですか。
Find your classmates who match the description. 
a) 空手ができる人
b) トラックを運てんしている人
c) ピアノがひける人
d) うたが上手にうたえる人
e) 昨日ジョギングをした人
f) 今週えいがを見た人
g) ひまがない人
h) およげない人
i) 一日にコーヒーを二はいいじょう飲む人
j) 毎週1回いじょう、へやのそうじをする人
k) 朝ごはんに、よくたまごを食べる人
l) 日本語のクラスを休んでいない人
m) バスで大学に来る人
n) じてんしゃにのるのが好きな人
o) 一年に一回いじょうコンサートに行く人
p) 毎月一回いじょう日本りょうりを食べる人
q) 今、すう学のクラスをとっている人

～以上
いじょう

 ～ or more 

～以下
い か

  ～ or less 

～未満
み ま ん

  less than ～ 

45-93



Clause modifier + noun
ve

rb

おさけを飲む人
the person who 
drinks sake

おさけを飲まない人
the person who 
does not drink sake

おさけを飲んだ人
the person who 
drank sake

おさけを飲まなかっ
た人
the person who did 
not drink sake

い
ad

j.

サービスがわる
いみせ
the shop where 
its service is bad

サービスがわるくな
いみせ
the shop where its 
service is not bad

サービスがわる
かったみせ
the shop where its 
service was bad

サービスがわるくな
かったみせ
the shop where its 
service was not bad

な
ad

j.

バスがべんりな
大学
the college 
where the bus is 
convenient

バスがべんりじゃな
い大学
the college where 
the bus is not 
convenient

バスがべんりだっ
た大学
the college where 
the bus was 
convenient

バスがべんりじゃな
かった大学
the college where 
the bus was not 
convenient

n
o

u
n

シェフが日本人
のレストラン
the restaurant 
where its chef is 
Japanese

シェフが日本人じゃ
ないレストラン
the restaurant 
where its chef is not 
Japanese

シェフが日本人
だったレストラン
the restaurant 
where its chef was 
Japanese

シェフが日本人じゃ
なかったレストラン
the restaurant 
where its chef was 
not Japanese

clause modifier + noun = 
plain form (except for *) + noun 
*noun non-past affirmative + の
*な adj. non-past affirmative + な
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Clause modifier + noun
Find a noun phrase using a clause modifier.
example: the person I met at the bookstore

本やで会った人
a) the book I bought yesterday 
b) the medicine I took this morning
c) the class I am taking currently
d) the name of the college I go to
e) the movie I watched last night
f) the restaurant that my mom likes
g) the supermarket where Japanese snacks are 

cheap
h) the morning that I got up late 
i) the weekend that was rainy 
j) the day when the wind is strong
k) the time when my work is not busy

Using the answers for the previous exercise, make 
sentences. 
example: The person I met at the bookstore is my 
friend’s mother.
本やで会った人は、ともだちのお母さんです。
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Within the clause modifier, 
particle が is used in place 
for は.



チェックしましょう
❑ Ask your partner the questions below. Make sure to comment on the 

replies or give related questions. 

a) 昨日食べた夕食は何でしたか。

b) 今日一番はじめに会った人はだれでしたか。

c) 今日一番はじめにキッチンを使った人はだれでしたか。

d) 今使っているかばんは、高かったですか。

e) 今使っているけいたい電話は、べんりですか。

f) 週末一番よかったことは何でしたか。

g) お金のかかるしゅみは何だとおもいますか。

h) お金のかからないしゅみは何だとおもいますか。

i) とてもつかれるしゅみは何だとおもいますか。

j) 家の中でするしゅみは何ですか。

k) アメリカ人がよくするスポーツは
何だとおもいますか。

l) アメリカの大学生がよく食べる物は
何だとおもいますか。
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