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Verbs

Particles



ごはんをたべる

テレビをみる

ねる

おきる



がっこうにいく

バイバ〜イ じゃ〜ね〜

うちにかえる

おんがくをきく
コーヒーをのむ



ほんをよむ

はなす

きゃくがくる べんきょうする



Word Association (CP p. 3-1)



Verbs in Japanese
• Short and Long Forms

Formality (Politeness)
• Short form … casual, plain style, private speech
• Long form … formal, polite style, public speech

English meaning Short (Dictionary) Form Long (ます-form)Form

Eat たべる たべます

Go いく いきます

Study べんきょうする べんきょうします



Verbs in Japanese
• Short and Long Forms

• Conjugation Types
• るverbs たべる たべます
• うverbs いく いきます
• Irregular verbsべんきょうする べんきょうします

English meaning Short (Dictionary) Form Long (ます-form)Form

Eat たべる たべます

Go いく いきます

Study べんきょうする べんきょうします



The Long (or ます) Form

•〜ます … present affirmative formal style
•る verbs:  
• drop る from short form, add ます・ません

•う verbs:  
• change “u” of the short form to “i”ます・ません

• Irregular: する → します
くる → きます



Verbs 
(Chapter 3)  
う-verbs

• いく
• かえる
• きく
• のむ
• はなす
• よむ

• To go
• To return
• To listen, to ask
• To drink
• To speak
• To read

→いきます

→かえります

→ききます

→はなします

→のみます

→よみます



Verbs 
(Chapter 3)  
る-verbs

•おきる
•たべる
• ねる
•みる

• To get up, wake up
• To eat
• To sleep, go to bed
• To watch, see

→おきます

→たべます

→ねます

→みます



Verbs 
(Chapter 3)  
irregular-
verbs

•する
•べんきょうします
•くる

• To do
• To study

• To come

→します

→きます



る-verbs? 
う-verbs?

• How to distinguish る verbs from うverbs???
• Step 1:  make sure the verb in question is NOT an irregular verb (す

る・くる）
• Step2:  Check to see if it ends with る for the short form
• Step 3:  Look at the vowel in the penultimate (i.e. 2nd from the last) 

syllable.
• If the penultimate syllable contains the vowel [i] or [e] à

• It is HIGHLY likely (but not always) that the verb is a る-verb
• みる mi-ru
• たべる tabe-ru
• ねる ne-ru

• Note that there are some exceptional cases:  e. g. かえる
• All the others are う-verbs
• る verbs have the same “base” for the short/long form:

• みる (mi-ru) みます(mi-masu)
• Cf. よむ (yom-u) よみます (yom-i-masu)



Particles: 3 
types

• Grammatical Particles:  を、で、に、へ
• Grammatical Relations:  subject, direct 

object, indirect object, locative, temporal 
marker, etc.

• Intra-sentential Particles：は、も
• Intra-sentential information:  topic(は), 

additional (も)
• Sentence Final Particles：か、ね、よ

• [  sentence  ]＿＿＿：か(                      )、
ね(                         )、よ(                      ) etc.

question
Confirmation/
shared

Emphasis/
unshared



Transitive Verbs

• Transitive (with direct object)
•〜は、locationで time(に) object を Verb
•よむ、のむ、たべる、みる、(べんきょう）す
る、きく



にほんごでいってください。

としょかんで べんきょうします。



にほんごでいってください。

きっさてんで おんがくをききます。



にほんごでいってください。

たけしさんのうちで コーヒーをのみます。

Takeshi’s house



にほんごでいってください。

わたしのうちで ひるごはんをたべます。

my house



にほんごでいってください。

マクドナルドで ハンバーガーをたべます。



にほんごでいってください。

どこで えいがをみますか。

•？？？



にほんごでいってください。

どこで ばんごはんをたべますか。

•？？？



Intransitive Verbs (directional)

• Intransitive (directional)
•〜は、time(に) location(destination)に/へ Verb
•かえる、くる、いく
•へ(pronounced as え）



にほんごでいってください。

いってきま〜す。

だいがくにいきます。



にほんごでいってください。

うちにかえります。

おかえり〜



にほんごでいってください。

どこにきますか。

???



Intransitive Verbs (non-directional)

• Intransitive (non-directional)
•〜は、time(に) (locationで）Verb
•ねる・おきる



2 types of time expressions

• Specific time (marked by に）
• Hours
• ２じ
• ５じはん
• １２じ２５ふん

• Days of the week
• どようび
• にちようび

• Month
• いちがつ
• にがつ
• さんがつ、、、、

• Non-specific time expression
(no particle)
• Relative to when it is uttered
• きょう
• あした

• Repeated occurrence (every 
~)
• まいにち
• まいばん

• Relative to the passage of 
time (に is optional)
• あさ、ひる、ばん
• しゅうまつ



•まいにち 五じに、ケーキ
をたべます。
•しゅうまつ 三じに、コー
ヒーをのみます。
•あした 六じにおきます。
•きょう ⼋じに、ねます。
•こんばん ⼗⼀じに、うち
にかえります。
•なんじに(or いつ) ばんご
はんを たべますか？

Time Expression

バイバ
〜イ

じゃ〜
ね〜

Every day weekend

tomorrow today

tonight

？？？



•にちようびに 六じにおきま
せん。
•？？？
•じゃあ、なんじに おきます
か？
•どようびに ⼋じに、ねます。

Time Expression

Sunday

Saturday



Chapter 3 Vocabulary Quiz 1
1.  Choose the correct word for each of the 
following pictures.  (2pts.x9) <list>

(あ)コーヒー(い)がっこう(う) いえ
(え)アイスクリーム(お)おちゃ
(か)おんがく(き)ばんごはん(く)え
いが (け)みず(こ)おさけ(さ)ざっし
(し)ハンバーガー

2. Using Hiragana correctly, write Japanese 
translation for each of the following English. 
(3ptx.4)
a. Saturday
b. Today
c. Everyday
d. This evrening

(a)
(b)

(c)

(d) (e)

(f) (g)

(h)

(i)


