
⽇本語１３４ ７⽉２０⽇（⽉曜⽇）
て-form constructions



よん
で下
さい。

¤右のつくえの上に、本が三さ
つ あります。

¤左のつくえの下に、いぬが⼀
ぴき います。

¤東⼝は右がわです。⻄⼝は左
がわです。

¤南⼝と北⼝はありません。

¤東きょうえきの北⼝を出ます。
出⼝のそばのきっさてんでま
ちましょう。



て-form
¤でかける
¤やる
¤のる
¤きく
¤およぐ
¤いる
¤ある
¤かう
¤わかる
¤あう
¤よむ

¤でかけて
¤やって
¤のって
¤きいて
¤およいで
¤いて
¤あって
¤かって
¤わかって
¤あって
¤よんで



て-formをいってください。

¤ドアをあける’open the door’
¤でんきをけす ‘turn the light off’
¤おふろにはいる’take a bath’
¤おしえる ‘teach’
¤てつだう ‘help, assist’
¤いそぐ ‘be in a hurry’
¤すわる ‘sit down’
¤たばこをすう ‘smoke cigarette’
¤べんきょうする ‘study’
¤シャワーをあびる ‘take a 

shower’
¤つれてくる ‘take someone 

along’

¤ドアをあけて
¤でんきをけして
¤おふろにはいって
¤おしえて
¤てつだって
¤いそいで
¤すわって
¤たばこをすって
¤べんきょうして
¤シャワーをあびて
¤つれてきて



て-form constructions

¤Polite request 
“Please ~”

¤下（くだ）さい＝
“give me”

¤〜て＋ください(下さ
い）
¤よんでください
¤かいてください
¤いってください
¤のんでください
¤しゃしんをとって
ください。



Please don’t ~

¤〜ないで ください。
¤たばこをすわないで下さい。
¤あけないでください。



Please ~

¤（しゅくだい）てつだってください。

¤ドアを しめて下さい。

¤おきて ください。
Help!

Close!
Wake 

up!



Telling directions (cf. Textbook p. 165)

¤To turn

¤To turn right

¤To turn left

¤~th corner

¤Please turn 
right/left at 2nd
corner

¤まがる
¤みぎに まがる
¤ひだりに まがる
¤ひとつめ(first)
¤ふたつめ(second)
¤みっつめ(third)
のかど

¤ふたつめのかどを、みぎ・
ひだりに まがってくださ
い。



Telling Directions

¤Go straight.
¤Turn right/left
¤Next corner
¤Stop there

¤まっすぐ いってください。
¤右・左にまがってください。
¤つぎのかど
¤そこで とめてください。



つぎのかどを
左へまがって
ください。

まっすぐいっ
てください。

つぎを右へ
まがってく
ださい。

そこで
とめてく
ださい。

タクシーは いくらでしたか︖

どのビル(building)
に⾏きましたか︖

A.

B.

C.

D.



て-form construction

¤Giving/getting 
permissions:
¤ “You may/can ~.

“May/Can I ~?”
¤“It is good even if ~.”

¤〜て＋も＋いい
¤⾒てもいいですか︖
¤⾏ってもいいですよ。
¤ねてもいいです。
¤⾷べてもいいですか︖

¤Also,
¤〜ても だいじょうぶ

(when there is an 
expectation of 
negative 
consequences)

¤だいじょうぶ “no 
worries, alright”



If asked for a permission,

¤“Yes, you may.”
¤ええ、いいですよ。
¤はい、どうぞ。
¤もちろん(of course)、だいじょうぶですよ。

¤“No, you may not.”
¤いいえ、こまります”it is troublesome.”
¤あのう、ちょっと、、、
¤ああ、それは、、、
¤Or you can prohibit.



て-form construction

¤Prohibition
¤You may not ~.
¤It is not good if ~.

¤〜て＋は＋いけません／
だめ
¤よんではいけません。
¤でかけてはだめです。
¤およいではいけない。
¤のってはだめです。

¤ては → ちゃ
¤では → じゃ
¤でかけちゃだめです。
¤よんじゃだめです。



でんわをかけてはいけません。

でんわをかけてもいいです。

ドアをあけてはいけません。
しゃしんをとってはい
けません。

しゃしんをとってもい
いです。

はなしちゃいけません。

ここでたばこを
すっちゃだめです。

たばこをすっ
てもいいです。

左にまがってもいい
です。

中にはいってもい
いです。じてんしゃにのっ

ちゃいけません。

にほんごでなんですか︖



て-form:  connecting predicates

¤ばんごはんを⾷べる。

¤おふろにはいる。

¤ばんごはんを⾷べて、おふろにはいります。



Yesterday,

¤きのう、⼭⽥さんは、

¤でんしゃにのる。

¤しごとに⾏く。

¤でんしゃにのって、しごとに⾏きました。



For a secondary action:
¤ write using a pen

¤ ペンをつかってかく

¤ go by riding a bus
¤ バスにのって⾏く

¤ Eat with (using) chopsticks
¤ おはしをつかって⾷べる

¤ Go carrying a bag
¤ にもつをもって⾏く



Some complex verbs:
¤to take X along
¤もっていく
¤つれていく

¤to bring X along
¤もってくる
¤つれてくる

¤“good-bye”
¤いってらっしゃい
¤いってきます



⽇本語でいってください．

¤ Mary got off a bus and then she went to a coffee shop.
¤ メアリーさんは、バスをおりて、きっさてんにはいりま
した．

¤ Takeshi drank coffee and then he made a telephone 
call.
¤ たけしさんは、コーヒーをのんで、でんわをかけました。

¤ Yamada smoked and left.
¤ ⼭⽥さんはタバコをすって、でかけました。

¤ Robert took a bath and then went to bed.
¤ ロバートさんは、おふろにはいって、ねました。



Chapter 6 Vocabulary Quiz 1
1. Choose the Japanese expression that 

describes each of the following pictures. 
(18pts.)

<List> (あ)かんじ (い)こんしゅう
(う)きょうかしょ (え)にもつ (お)おかね
(か)でんき (き)らいねん (く)パソコン
(け)まど (こ)シャワー (さ)おふろ
(し)でんしゃ (す)よる

2. Translate the following verbs into 
Japanese.  Write your answers using 
Hiragana correctly.  (3pts.x6)

(a) To smoke

(b) To play

(c) To turn off

(d) To sit down

(e) To return (something)

(f) To hurry

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)


