
にほんご１３４
７月９日（木）

Past Tense
Quantity/〜じかん



どれがいいですか？
ワシントンだいがく（に で）としょかんが ありますか？

ワシントンだいがく（に で）いきますか？

ワシントンだいがく（に で）ともだち（に を）あいますか？

ここ（に で）ともだち（に を）まちませんか？

ここ（に で）ともだち（が を）いますか？

ここ（に で）なんようび（に で）きますか？

としょかん（に の）なか（に で）だれ（が を）いますか？

としょかん（に の）なか（に で）だれ（が を）まちますか？



かんじ

•時
•上
•下
•中

•じ
•うえ
•した
•なか

九時 つくえの上
かばんの中 いすの下



きょうのかんじ
•曜
•⽇曜⽇
•本
•⽇本
•⼈
•⽇本⼈
•半
•⼗時半

vよう
vにちようび
vほん／ぽん／ぼ
ん
vにほん
vじん／ひと
vにほんじん
vはん
vじゅうじはん



かんじ：multiple/unpredictable readings

中

⽔

⼀⼈

なか
ちゅう
すい
みず
ひとり

中ごく

⽔をのみます。

⼀⼈で こ
うえんに
いきました。



日本ごでいってください。

• What are there in Mary’s bag?
• メアリーさんのかばんの中に、なにが
ありますか？



日本ごでいってください。

• Who is there next to Mary?
• メアリーさんのとなりに、だれがいま
すか？



日本ごでいってください。

• Is there a watch in Lee’s bag?
• りーさんのかばんの中に、時けいがあ
りますか？

• Then, is there a wallet in her bag?
• じゃあ、さいふがありますか？



日本ごでいっ
てください。 • Is Takeshi next to Mary?

• メアリーさんのとなりに、たけしさ
んがいますか？

• Where is he, then?
• じゃあ、たけしさんは、どこにいま
すか・どこですか？



Particle と

• A and B
• きのう、すしととんかつを たべました。
• たけしさんとメアリーさんが いますよ。
• とうきょうとシアトルに あります。
• ⽉曜⽇と⽔曜⽇に アルバイトをします。

• “together with ~”
• 〜といっしょに
• たけしさんは、メアリーさんといっしょに
テニスをしました。

• “With whom?”
• だれと
• あしたは、だれと かいものを しますか。



⽇ほんごでなんですか？

With whom are you going to temple? 

With whom did you eat lunch yesterday?

だれと、おてらにいきますか？

きのう、だれと、ひるごはんを たべましたか？

いぬとねこ

パンとごはん

しゃしんとてがみ



Past tense

• Describe action completed, state which used 
to be the case
• Nounです
• Nounでした

• Nounじゃないです／じゃありません
• Nounじゃなかったです
• Nounじゃありませんでした。

• Note:  with たかい、おいしい、いい、は
やい(Adjectives), DO NOT use this form
•〜ます
• 〜ました

•〜ません
• 〜ませんでした



Past Tense 
(Affirmative)

•あう
•いる
•かう
•まつ
•ある
•わかる
•かく
•まつ
•日本ごです

•あいました
•いました
•かいました
•まちました
•ありました
•わかりました
•かきました
•まちました
•日本ごでした



Past Tense 
(Negative)

•あう
•いる
•かう
•まつ
•ある
•わかる
•かく
•まつ
•日本ごです

•あいませんでした
•いませんでした
•かいませんでした
•まちませんでした
•ありませんでした
•わかりませんでした
•かきませんでした
•まちませんでした
•日本ごじゃなかった
です・じゃありませ
んでした



Past tense

•ばんごはんは、とんかつです
• ばんごはんは、とんかつでした。

•ここは、ほんやじゃないです。
• ここは、ほんやじゃなかったです。
• ここは、ほんやじゃありませんでした。

•しゃしんをとります。
• しゃしんをとりました。

•ともだちにあいません。
• ともだちにあいませんでした。



⽇本ごで
なんです
か？

vMary met Takeshi last night at a restaurant.
vメアリーさんは、きのうのばん レストラ
ンで たけしさんに あいました。

vYamashita-sensei bought a souvenir at a 
department store on Friday.
vやましたせんせいは、⾦曜⽇に デパート
で おみやげを かいました。

vThe souvenir was Japanese rice wine.
vおみやげは、おさけでした。

vSue took photos at a park yesterday.
vスーさんは きのう こうえんで しゃし
んをとりました。



あります
• I have ______________(time 

expression).
• まいにち、⽇ほんごのクラスがあり
ます。
• あした、アルバイトがあります。
• ⾦ようびに、パーティーがあります。
• In this case, location is marked as
＿＿＿＿＿＿＿＿＿で
うちで パーティーがあります。
だいがくで クラスがあります。



Quantity

• Large amount:  たくさん
• Small amount:  すこし/ちょっと
• A large amount of X/a small amount of X
•たくさんX／すこしX
•メアリーさんは、たくさんすしを たべました。
•たけしさんは、すこしコーヒーを のみました。

• X-Particleたくさん／X-Particleすこし
•メアリーさんは、すしをたくさん たべました。
•たけしさんは、コーヒーをすこし のみました。

•たくさんを
•すこしを



Length of 
hours: 〜じ
かん

• For one hour
• ⼀時かん

• For two hours
• ⼆時かん

• For ten hours
• ⼗時かん

•〜ふん／ぷん
• ⼆⼗ぷん

• “for 20 min.”
• ⼗五ふん

• “for 15 min.”

For 30 min.

三⼗分（さんじゅっぷん）

半（はん）

No Particle



Length of 
hours

• Approximately
•ぐらい（くらい）
•⼀時かんぐらい
•×⼀時かんごろ
•⼀時ごろ／ぐらい
•⼀時ぐらいに
•三⼗ぷんぐらい



⽇本ごで
いってくだ
さい。

vMary sleeps for about 10 hours every day.
vメアリーさんは、まいにち ⼗時かんぐ
らいねます。

vTakeshi waited for Mary for about 2 hours at 
the bus stop.
vたけしさんは バスていで メアリーさ
んを ⼆時かんぐらい まちました。

vRobert has classes for four hours on Friday.
vロバートさんは、⾦曜⽇に 四時かん
クラスが あります。

vSue was at the library for 5 hours on Sunday.
vスーさんは、⽇曜⽇に 五時かん と
しょかんに いました。



Chapter 4 Vocabulary List 1
1. Choose the correct word from the list.
(2pts.x11) <List>

(a)こども (b)かいもの (c)しゃ
しん (d)アルバイト (e) いぬ (f) 
こうえん (g) レストラン (h) て
がみ (i) ねこ (j) おてら (k) ほん
や (l) つくえ (m) いす (n)ひと
2. Using Hiragana correctly, write 

the Japanese translation of the 
following English.  (4pts.x3)

(a) Hospital
(b) Souvenir
(c) Rice,meal

(ii)(i)
(iii)

(iv) (v) (vi) (vii)

(viii) (ix) (x) (xi)


