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What do you like to 
do?

•ごはんを作るのがすきです。
•せんたくをするのがすきです。
•かいものをするのがすきです。
•⺟と出かけるのがすきです。

⺟です。

なにをする
のがすきで
すか？



まえだ

おかもと

ひらの

What is X good at doing?
•おかもとさんは、えをかくのがじょ
うずです。
•ひらのさんは、スノボをするのが
じょうずです。
•まえださんは、ギターをひくのが
じょうずです。

えをかきます

スノボをします

ギターをひきます

なにをする
のがじょう
ずですか？



⽇本語で
⾔って下さ
い。

• Takeshi is good at driving a car.
• たけしさんは、⾞をうんてんするのがじょ
うずです。

• Mary likes to cook Japanese food.
• メアリーさんは、⽇本りょうりを作るのが
すきです。

• Sue is poor at cooking.
• スーさんは、りょうりがへたです。

• Robert dislikes to clean the room.
• ロバートさんは、へやをそうじするのがき
らいです。



ふくしゅう
• Is your older brother a college student? (Casual)
• おにいさん、⼤学⽣（なの）？

• No.  He is an office worker.  He now lives in Tokyo. 
(Casual)
• ううん。会社員。今、東京にすんでいるの。

• I think I will be late tonight because of work.
• 今⽇のよる、仕事で、おそくなると思う。

• Mary said Japanese trains are convenient.
• メアリーさんは、⽇本の電⾞はべんりだと⾔
いました。

• I do not like to read newspaper.
• 新聞を読むのがすきじゃありません。



Polite 
Request

•〜てください
• Please make dinner

• ばんごはんを作ってください。
• Please wash the jeans

• このジーンズをあらってください。
• Please cut this cake (ケーキ)

• このケーキをきってください。
• Please do laundry

• せんたくをしてください。
• Please clean your room

• へやをそうじしてください。



Polite Request
• Please do not ~:
• 〜ない+で+ください
• Please do not sing songs.
• うたをうたう＞
• うたをうたわない

• Please do not call at night.
• よるでんわをする＞
• よるでんわをしない

• Pease do not stare at me.
• じろじろみる＞
• じろじろみない

• Please do not be late.
• おそくなる＞
• おそくならない

でください。

でください。

でください。

でください。



⽇本語でいってください。Course Packet p. 65



⽇本語でいってください。

ここで、すわらない
でください。

いそがないでく
ださい。 ごみをすてな

いでください。



⽇本語でいってください。

およがないで
ください。

たばこをすわな
いでください。

しゃしんを
とらないで
ください。



⽇本語でいってください。

ここに、⼊ら
ないでくださ

い。

アイドリング
をしないでく
ださい。

電話をかけない
でください。

マナーモードも、
わすれないでね！



Question Word as “Subject”
Subject:  actor of the action, thing which the sentence 
describes
• Consider the following English sentences:
• Who went to the party?
• Who is driving a car?
• What is inside the box?
• Which student is in the classroom?
• Which computer is good?

• In these sentences:  ”who”, “what”, “which 
student/computer” = question words
• Also, these are the subject of the question sentence
• “Subject” à the particle は or がX



Question 
Word as
“Subject”

• Japanese translation:
• Who went to the party?

• だれが、パーティーに⾏きましたか？
• Who is driving a car?

• だれが、くるまをまをうんてんしていますか？
• What is inside the box?

• 何が、はこの中にありますか・⼊っています
か？

• Which student is in the classroom?
• どの学⽣が、きょうしつにいますか？

• Which computer is good?
• どのコンピューターがいいですか？



Question Word as “Subject”
•Who came to the party?
•だれが、パーティーに⾏きましたか？

•Who is driving a car?
•だれが、くるまをまをうんてんしていますか？

•What is inside of the bag?
•何が、かばんの中にありますか・⼊っています
か？

•Which students are in the classroom?
•どの学⽣が、きょうしつにいますか？

•Which computer is good?
•どのコンピューターがいいですか？



Question Word as “Subject”

• だれが、パーティーに⾏きましたか？
• だれが、くるまをまをうんてんしていますか？
• 何が、はこの中にありますか・⼊っていますか？
• どの学⽣が、きょうしつにいますか？
• どのコンピューターがいいですか？

• When the subject is a question word, the particle は cannot be 
used.
• だれは、パーティーに⾏きましたか？
• だれは、くるまをうんてんしていますか？
• 何は、はこのなかにありますか・⼊っていますか？
• どの学⽣は、きょうしつにいますか？
• どのコンピューターはいいですか？

X X X X X
X X X XXX X



何が 中にいる
かなあ。

何が 中にあ
る かなあ。

どっちが いい
かなあ。

だれが あそ
こに いる
かなあ。

だれが 中に
いる かなあ
ワン。

どっちが
おいしい
かなあ。



About 〜する verbs

•べんきょうする
•べんきょうをする
•うんてんする
•うんてんをする
•そうじする
•そうじをする
•せんたくする
•せんたくをする
•りょうりする
•りょうりをする

• Study Japanese
• ⽇本語を べんきょうする
• ⽇本語の べんきょうをする
• ⽇本語を べんきょうをする
• ⽇本語 べんきょう する
• (OK as casual style)

• Drive a car
• ⾞を うんてんする
• ⾞の うんてんをする



About 〜する verbs

• べんきょうする
• べんきょうをする
• うんてんする
• うんてんをする
• そうじする
• そうじをする
• せんたくする
• せんたくをする
• りょうりする
• りょうりをする

• Clean my room
• へやを そうじする
• へやの そうじをする

• Wash my jeans
• ジーンズを せんたくする
• ジーンズの せんたくをする

• Cook dinner
• ばんごはんを りょうりする。
• ばんごはんの りょうりをする



About 〜す
る verbs

• If the noun before 
する is a loan word 
(such as テニス、
サーフィン）
•テニスをする
•テニス する(OK 

as casual style)
•サーフィンをする
•サーフィン する

(casual)

• I worked part-time job 
yesterday at a café.
• 私はきのう きっさて
んで アルバイトを
しました。

• Takeshi plays games for three 
hours every day.
• たけしさんは、毎⽇三
時間 ゲームをします。

• Mary and Takeshi dated last 
week.
• メアリーさんとたけし
さんは、せんしゅう
デートを しました。

• My teacher gives a Kanji test 
every week.
• 先⽣は、毎しゅう か
んじのテストをします。



Indefinite 
Pronouns

•何か／だれか
•Particles が、を(and は）are 

generally skipped.
•何か（を）⾷べませんか？
•だれか（が）、中国語を
しりませんか？



Indefinite 
Pronouns

•何か／だれか
• Something adjective/Someone adjective
• E.g. something tasty, someone good-

looking
•何か＋adjective+もの (tangible object)
•何か+adjective+こと (activity)
•だれか+adjective+⼈
•何か おいしい もの
•何か おもしろい こと
•だれか かっこいい ⼈



Indefinite 
Pronouns

•何か／だれか+Adj.+Noun
• Some interesting movies
•何かおもしろい えいが
•何かおもしろいえいがが、あ
りませんか？

• Some smart students
•だれかあたまがいい 学⽣
•だれかあたまがいい学⽣、し
りませんか？



Nothing, No 
one

•何も + negative predicate
•だれも + negative predicate
•何か作りましたか？
•はい、作りました。
•いいえ、何も作りませんでした。

•だれかこのへやにいますか？
•はい、います。
•いいえ、だれもいません。



Nope.  
Nothing.

ううん、何もい
ないよ。

何か、
いる？



Anyone over 
there?

Nope.  No 
one.

だれか、あそこにいるの？

ううん、だれもいない。



Anyone 
living?

Nope. No
one.

だれか、すんでいる？

ううん、だれもすんでいない。
あきやだよ。



Anything inside?

Nope. 
Nothing.

何か 中にある？

ううん、何もないよ。
からっぽだ。



Anyone 
good-

looking?

Nope.  No
one.

だれか、かっこいい
⼈いる？

ううん、だれもいない。
ざんねんだけど、、、



Chapter 8 Vocabulary Quiz 2
1. Choose the verb (from the list) that illustrates 

each of the following pictures.  (2pts.x8)

<list> (a) つくる (b) すてる (c) い
う (d) あらう (e) きる (f) はじめ
る (g) じろじろ見る (h) おもう
(i) あめがふる (j)  おそくなる

2. Using Hiragana correctly, write the 
Japanese word that describes the action 
illustrated by each of the pictures.  
(4pts.x3)

3. 日本語でなんですか？(3pts.x3)
(a) Always

(b) All (of the people) together

(c) That’s too bad.

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(a)_________する (b) _________する (c)  _________する


