
日本語１３４
八月十日（月曜日）



⽇本語で⾔ってください。

• As to the bag, the big one is more convenient.
• かばんは、⼤きいのがべんりですよ。

• The big one is 30,000-yen and the small one is 15,000-yen.
• ⼤きいのは三万円で、⼩さいのは、⼀万五千円です。

• I planned to study at the library over the weekend but I was watching movies 
at home.
• 週まつは、としょかんでべんきょうするつもりだったけど、うちでえ
いがを⾒ていました。

• I intended to practice piano last night but since I was sleepy, I went to bed 
early.
• きのうのばんはピアノをれんしゅうするつもりだったけど、ちょっと
ねむかったから、はやくねました。

• When I was a child, I was thinking of becoming a teacher…
• こどものときは先⽣になるつもりでしたが、、、



なる

• いadj. + なる
• ＿＿＿＿＿ なる

• なadj. + なる
• ＿＿＿＿＿ なる

• Noun + なる
• ＿＿＿＿＿ なる

くい

なに

に



Expressing change of state: なる
• ⼤きくなりました。
• きれいになりました。
• いしゃになりました。

10 years ago now

Last week

now

at high school

now



なる：Change into …

⽩いTシャツ

あかくなりました。
あか



なる：change into…

ふゆです

はるになり
ました。



なる：change into …

うひゃー、
キタネー

そうじロボット！

きれいに
なったね！



The particle 
で

• Location where an activity takes place
• ⽇本で、べんきょうします。
• としょかんで、本を読みます。

• Instrument with which you carry out an 
action
• えんぴつで、かんじをれんしゅうしました。
• ナイフとフォークで、すしを⾷べますか？

• Means with which you carry out an action
• バスで、⼤学に来ます。
• ホストファミリーとは、たいてい英語で話
します。



⼤学に⾏きます。

•バスで⼤学に⾏きます。
•ちかてつで、⼤学に⾏きます。



すしを⾷べます。

• はしで、すしを⾷べます。
• てで、すしを⾷べます。



ツイートしま
す。

⽇本語でツイートします。

中国語でツイートします。

かんこく語でツイートします。



ハワイに⾏きます。

•ひこうきで、ハワイに⾏きま
す。
•ふねで、ハワイに⾏きます。



⽇本のゆうめい⼈



自分は矢沢永吉(やざわえいきち)といいます。日本
では、ちょっとゆうめいだと思います。ニックネー
ムは、名前が「えいきち」だから、「エーチャン」
です。しごとは、ロックンローラーです。４０年ぐ
らい前からうたをたくさん作っています。レコード
、CDもたくさん出しました。コンサートは、だい
すきだから、たくさんしましたよ。ギターもひきま
す。おどるのは、あまりじょうずじゃないと思うけ
ど、みんな「かっこいい」と言っていますよ。どう
してかな？おどるより、うたをうたうほうがたのし
いと思います。こんど、ぜひライブに来てください
。元気になりますよ！よろしく！

Japanese 
nickname 
formation= 
Two syllables of 
one’s name+
ちゃん
Sometimes, 
one of the 
syllable→long 
syllable+ちゃ
ん

〜かな？”I wonder ~”



⽮沢永吉さん
• ⽮沢さんは、おどるのと うたをうた

うのと、どっちのほうが たのしいと
思っていますか？
• ⽮沢さんは ４０年ぐらいまえから、

どんなしごとをしていますか？
• ⽮沢さんは、⾃分がおどるのを、どう

思っていますか？



私の名前は指原莉乃（さしはらりの）。ニックネームは「サッ

シー」。前は、AKB48という名前のグループにいたけど、今は一

人でうたをうたっているの。よく、テレビのバラエティー

ショーにも出るわ。毎日、とてもいそがしいの。しごとは、た

のしいけど、私は、うたもダンスもあまりじょうずじゃないと

思うから、毎日れんしゅうしている。うたの先生も、ダンスの

先生もとてもこわいから、ちょっと、じょうずになったと思う

けど、私より、歌もダンスもじょうずな人がたくさんいるから、

たいへんだわ。はやく、じょうずになるつもり。子どものとき

は、トロンボーンをふいていたけど、いまは、何もしないわ。

時間がないから。

毎しゅう日曜日の夜、８時からバラエティショーに出ているの。

おもしろいから、みんな見てね！



指原莉乃さん
• 指原さんがいたグループの名前は何です

か？
• 指原さんは、どうしていそがしいです

か？
• 指原さんは、⾃分のうたとダンスをどう

思っていますか？



Chapter 10 Vocabulary Quiz 2
1. Choose the correct adjective describing 

what each of the following pictures 
illustrates. (2pts.x7)

(1) かんたん (2) ねむい (3) つめたい (4) あた
たかい (5) はやい (6) すずしい (7) いそがし
い (8) おそい (9)たいへん

2. Using the Hiragana correctly, write 
Japanese translation of each of the 
following English.  (4pts.x9)

(a) To practice

(b) To pay
(c) On foot

(d) How, by what means

(e) These days
(f) To decide

(g) To stay
(h) To take (amount of time/money)

(i) How much, how long

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)


