
日本語１１３
５月９日（木）
• Talk about your past experience
• Delimiting
• 小テスト



日本語で何ですか？
a. After exercises, I took a shower.
• うんどうのあとで、シャワーをあびました。

b. Since we were hungry, we went to a restaurant 
after work.
• おなかがすいたから、しごとのあとで、レス
トランに行きました。

c. Before the break, I intended to read many books but 
I read only one book.
• 休みの前に本をたくさん読むつもりでしたが、
一さつだけ読みました。

d. After a walk, I want to drink something cold.
• さんぽのあと、何かつめたいものが飲みたい
です。



日本語で言ってください。

• I sometimes eat lunch and sometimes do not eat lunch after 
class.
• じゅぎょうのあとで、ひるごはんを食べたり、食べな
かったりします。

• Mary-san does things like taking a walk, practice the piano, 
before dinner.
• ばんごはんのまえに、メアリーさんは、さんぽしたり、
ピアノをれんしゅうしたりします。

• At the exam, you may not do things like being late, talking to 
people next you.
• しけんのときに、ちこくしたり、となりの人とはなした
りしないでください。

• When I was a child, I often did things like telling lies, skipping 
classes.
• 子どもの時に、よくうそをついたり、クラスをさぼった
りしました。



小テスト

• Please put your textbook, notebook, paper, etc. in your bag.
• Please turn off your phone, device, etc.



小テスト

たけしさんのゆめ

たけしです。
はじめまして。



テストは、あと

でおわります。

Please remain seated.  When you finish, please keep the test face down.



時間です！



〜だけ

• Only, nothing but ~
• Nounだけ（＋Particle）
• 田中さんだけがサボりました。
• 日本語だけならいました。

• Counterだけ
• すしを三つだけ食べました。
• 二日だけキャンプをしました。
• ルームメートが一人だけいます。



日本語で言ってください。

a. Only Mary-san was late for the class.
• メアリーさんだけが、じゅぎょうにちこくし
ました。

b. Takeshi-san is taking only Chinese class.
• たけしさんは、中国語のじゅぎょうだけとっ
ています。

c. Robert-san studied only 30 min.
• ロバートさんは、三十分だけ勉強しました。

d. Kyoko-san studied abroad only for two weeks.
• 京子さんは、二週間だけりゅうがくしました。

e. When I was sick, I took only 2 (pills of) medicine.
• 病気のときは、くすりを二つだけ飲みました。



The	verb	とる and	English	“take”
• とる
• Translated as “to take (a class), to get (a grade)
• 日本語のクラスをとっています。
• 日本語のクラスで、Aをとりました。

• Take a train/bus/taxi
• 電車/バス/タクシーにのる

• Take a freeway
• 高速道路（こうそくどおろ）にのる・を使う

• Take a photo
• しゃしんをとる

• Take medicine
• くすりを飲む

• Take 20 min.
• 二十分かかる

• Take someone (to some place)
• 〜をつれて行く



Talking	about	Experience
• Things you have had an experience, things happened 

“~have done Ving”
• Vた＋ことがある・あります
• “have not done Ving” 
• ことがない・ありません。

• “had done Ving”
• ことがあった・ありました

• “had not done Ving”
• ことがなかった・ありませんでした

• りゅうがくしたことがあります。
• 病気になったことがありません。
• １８さいまで、ひこうきに乗ったことがありま
せんでした。

“ever”=いままで(に)

“until ~years old”=〜さいまで



12

すきやきをたべる

•すきやきを食べた
ことがありますか。
•“Yes, I have.”
•はい、あります。

Or
•“No, I haven’t.”
•いいえ、ありません。
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日本のお茶を飲む

“Have you ever had 
Japanese tea?”

日本のお茶を飲んだ
ことがありますか。
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日本りょうりの
レストランに行く

“Have you ever
gone to a Japanese 
restaurant?”

日本りょうりのレス
トランに
行ったことがありま
すか。



15

スパゲッティーを作る

“Have you ever
made spaghetti?”

スパゲティを作った
ことがありますか。



16

けんかする

“Have you ever had 
a fight?”

けんかした
ことがありますか。
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ペットをかう

“Have you ever had a 
pet?”

ペットをかった
ことがありますか。


