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よんで
くださ
い

•今日は、八時十分に おきま
した。

•大学の先生は、中国人です。
•東口は大きいですが、西口は
大きくないです。

•私は外国の食べものが大すき
です。

•あと五分で、出かけます。



て-formで言ってください。
•はいる
•でかける
•けす
•てつだう
•あける
•しめる
•かける
•いそぐ
•やすむ
•おりる

•はいって
•でかけて
•けして
•てつだって
•あけて
•しめて
•かけて
•いそいで
•やすんで
•おりて



日本ごでいって下さい。

• May I sit on this chair?
•このいすに すわっても いいですか？

• You may not be absent from class tomorrow.
•あした クラスを やすんでは ダメです。

• You may open this window.
•このまどを あけても いいですよ。

• You may not bring the textbook to the test.
•テストに きょうかしょを もってきては
いけません。



「〜から」:express	
reasons/circumstances

• Place at the end of the sentence (after 〜ます／です）
• Prior sentences describe the situation.
• E.g.

•今日は、でかけません。あしたはテストがありま
すから。

•きっさてんにはいりましょう。ちょっとさむいで
すから。

• (situation)                                             (reason)



日本語でいってください．

• Mary-san won’t eat sushi.  It is because she does not like 
it.
• メアリーさんは、すしを食べませんよ。きらいで
すから。

• Please return the money.  It is because I don’t have any.
• お金をかえしてください。お金がありませんから．

• Please close the window.  It is because it is cold a bit.
• まどをしめてください。ちょっとさむいですから。

• Please bring Yamada-san along to the party.  It is because 
he is funny.
• やまださんをパーティーにつれてきてください。
おもしろいですから。



〜ましょうか？

• Shall we ~?  (when you agree to do something together 
and when you decide details).
メアリー：えいがをみましょう。

たけし：いいですねえ。なにを見ましょうか？

メアリー：日本のえいがはどうですか？おもしろい
えいががありますから。

たけし：いいですね。



〜ましょうか？

• When you want to volunteer:  “Shall I ~?”
• E.g.1
先生：ちょっとさむいですねえ。

私：まどを、しめましょうか？

先生：はい、おねがいします。

• E.g. 2
メアリー：山田さん、きませんねえ。

私：ちょっと、山田さんに、でんわをかけましょ
うか？

メアリー：そうですね。そうしましょう。



日本語でいってください。

• Shall I borrow a pen from Mary-san?
•メアリーさんにペンをかりましょうか？

• Shall I help you?
•てつだいましょうか？

• Shall I bring Yamada-san along?
•山田さんをつれてきましょうか？

• Shall I do (it)?
•（私が）やりましょうか？

• Shall I carry the luggage?
•にもつをもちましょうか？



Exam3
• 7/22 (W) 12am~11:59pm
• Canvas
• Each question has time limit.
• Schedule:
• 9:30-10:30am Chapter 7 Introduction
• 10:50-1:00 Oral Assessment



Particles
• はいる “to enter, to step in”:  
• 〜に はいる
• おふろに はいります。
• きっさてんに はいりましょう。

• かりる “to borrow”:  
• 〜に Xを かりる
• ともだちに おかねを かりました。
• クラスメートに ノートを かります。

• すわる “sit down”:  
• (specific place such as いす)に すわる、(in a large area)で
すわる
• このいすに すわってください。
• 出口で すわってはいけませんよ。

• でんわをかける(or でんわをする、*でんわをやる）”to 
call, make a phone call”:   

• 〜に でんわをかける／する
• ともだちに でんわを かけましょうか。



Particles
•おしえる”to teach, to tell”:      
•〜に Xを おしえる

•私に かんじを おしえてください。

•日本人に えいごを おしえます。

•つれてくる／もってくる “bring 
someone/something” or つれて行く／もって
行く”to take someone/something”:

•〜に Xを つれてくる／もってくる

•パーティーに メアリーさんを つれてき
てください。

•日本人のともだちを 日本ごのクラスに
つれてきても いいですか？



Particles
•〜を

•あける “to open”
•しめる “to close”
•つける “to turn on”
•けす “to turn off”
•つかう “to use”
•てつだう “to help, assist”
•もつ “to carry”
•わすれる “to forget”



Particles
• Special cases:
• やすむ “to be absent from ~”:
• 〜をやすむ
• あした、クラスをやすんでもいいですか？
• きょうは、しごとを やすみました。

• あびる “to be poured on, to be splashed at”:  
• 〜をあびる
• シャワーを あびてください。

• 出る “to depart:  
• 〜を出る
• 十時に うちを 出ました。
• 東口を出て、右に行ってください。

• Cf.出かける “to be out, to go out (of the house, not a 
romantic meaning)

• 〜をおりる “to get off”
• このバスていで、バスをおりてください。
• 電しゃをおりて、西口に行って下さい。



The	particle	まで
• Indicates the endpoint

• With a time expression “until ~’
• With a location expression  “as far as ~”

•日本ごのクラスは１０時半までです。
•あしたは、９時まで、アルバイトをします。
•とうきょうまで、ひこうきのきっぷは、い
くらですか？

•すみませんが、私のオフィスまできてくだ
さい。



Particleは なんですか？

• あした (       )  せんせい (         )  でんわ (           ) かけましょう。
• きょうのあさ(       ) なんじ(       ) シャワー(       ) あびましたか？
• きのう(       ) メアリーさん(       ) 日本ごのクラスのノート(       ) 
かりました。

• あとで(       ) 山田さん(       ) お金(       ) かえします。
• 先生、しゅくだい(       ) わすれました。あとで(       ) しゅくだい

(       ) もってきてもいいですか？
• すみません。まど(       ) しめてください。ちょっとさむいです

(       ) 。
• メアリーさん、わたし(       ) えいご(       ) おしえてください。ら
いねん(       ) 、アメリカの大学(       ) はいります(       ) 。

• すみません、このしごと(       ) てつだってください。とても、
いそがしいです(       ) 。

• どうぞ、このへや(       ) はいってください。それから、あのい
す(       ) すわってください。
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Listening	Practice
こまかいおかね ‘small changes’
おかえし ‘change’

きってを なんまいかいましたか？

ぜんぶで いくらでしたか？

１００円きって

６０円きって

１０まい

１５まい

１９００円でした。



Listening	Practice
しぶや ’Shibuya district’

きっぷは しぶやまで
いくらでしたか？

だれに でんわをかけましたか？

１５０円

かとうさん

でんわばんごうは なんでしたか？

かとうさんは、ヤンさんに なんといいましたか？”What did Kato say to 
Yan-san?”

今、どこですか？

263-4501

わかりました、そこにいてください。

さあ、いそいでください。



Chapter	6	Vocabulary	Quiz	2
1. From the list, choose the sentence that 

illustrates the action in the picture. (16pts.)

(1) でんわをかけました。
(2) おかあさんをてつだい
ました。(3)  でんしゃをお
りました。(4)  ドアをしめ

ました。(5) かさをかりました。(6) シャワー
をあびました。(7) でんわをかけました。(8) 
日本ごをおしえました。(9)  ドアをあけまし
た。

2. Using Hiragana correctly, write 
Japanese translation of the 
following English.  (3pts.x5)
(a) That would be fine.
(b) Really?
(c) Late
(d) Slowly
(e) Right away

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

(i)


