
にほんご１３４
７月２日（金）

• Verbs and Particles Review

• Question Sentences with Verbs

• Adverbs of Frequency

• Particleは

No Class on Monday (7/5)!



Particles • Direct Objectを〜
• のむ、きく、はなす、
よむ、たべる、みる、
する(べんきょうする
）

• Destination に・へ(e)〜
• いく、くる、かえる

• *Location of action で

• When a time expression is 
used to represent the time 
of action…

• Time に
• 〜じ、どようび、に
ちようび

• No Particle
• あした、きょう、あ
さ、こんばん、まい
にち、まいばん、い
つ

• たいてい、ちょっと
、ときどき、よく

• ＊しゅうまつ(に)



Time 
Expression

• 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。

Sunday

Saturday

❌



にほんごで
いってくだ
さい。

• I study at the library.
• としょかんで、べんきょうします。

• I drink coffee at a coffee shop.
• きっさてんで、コーヒーをのみます。

• We will eat dinner at 5pm.
• ごご五じに、ばんごはんを たべます。

• We will go home at 10pm.
• ごご⼗じに、うちに・へ かえります。

• Mary will go to Tokyo this weekend.
• メアリーさんは、しゅうまつ とうきょうに いき
ます。

• Takeshi will come to the library this evening.
• たけしさんは、こんばん としょかんに、きます。

• Robert will not go back to the US.
• ロバートさんは、アメリカへ・に、かえりません。



Adverbs of 
Frequency

• Often, frequently
• Sometimes, 

occasionally
• Usually, most of the 

time
• A little bit

•よく
•ときどき
•たいてい
•ちょっと

No Particle!



Adverbs of 
frequency 
(followed by 
negative 
form)

• Not 
much/frequently
• Not at all

•あまり Vnegative

•ぜんぜん Vnegative

No Particle!



Complete the sentence

ときどき うちで えいがを みますか？
• No, I don’t watch movies at home at all.
•いいえ、______________________________。

よく にほんに いきますか？
• No, I don’t go there very often.
•いいえ、______________________________。

たいてい なんじに ねますか？
• Well, I usually go to bed at 2am.
•そうですねえ、______________________________。

いつ にほんごの しんぶんを よみますか。
• Well, I do not read newspapers much.
•ええと、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

ぜんぜん みません

あまり いきません

たいてい ごぜん⼆じに ねます

あまり よみませんよ



にほんごで
いってくだ
さい。

• Mary-san does not watch TV very much.
• メアリーさんは、あまりテレビをみません。

• Takeshi-san does not go to the library at all.
• たけしさんは、としょかんにぜんぜんいきま
せん。

• Yamada-san sometimes wakes up at 6am.
• やまださんは、ときどきごぜん六じにおきま
す。

• John-san usually comes to school at 9am.
• ジョンさんは、たいていごぜん九じにがっこ
うにきます。

• Mary studies a little bit on weekend.
• メアリーさんは、しゅうまつちょっとべんき
ょうします。



Fill in the 
blanks（X 
if no 
particle is 
needed)

We do not eat breakfast on Saturday.

• どようび(          ) あさごはん(         ) たべません。

We don’t study Japanese at the library during the 
weekend?

• しゅうまつ(         ) としょかん(         ) にほんご(         ) べん
きょうしません。

We don’t go to school at 9?

• くじ(        ) がっこう(  )いきません。

Takeshi-san sometimes sleeps in the library in the 
morning.

• たけしさんは、ときどき(          ) あさ(        ) としょ
かん(         ) ねます。

に を

X で を

に に・へ

X に・X
で



How to answer a question in Japanese:  
with a Question Word

•なんじに コーヒーを のみますか？
• Substitute the question word with the answer, and
• Repeat the verb
• You can skip the part already understood
• Answer:  3pm
•ごご三じに のみます。

•いつ にほんにいきますか？
• Answer:  Tomorrow
•あした いきます。



How to answer a question in Japanese:  
with a はい、いいえquestion

•しゅうまつ しんぶんを よみますか？
•はい／いいえ then, repeat the verb 

(affirmative or negative)
•はい、よみます。
•いいえ、よみません。

• You cannot answer with
•はい、そうです。
•いいえ、そうじゃありません。



こたえてください。
Usually weekend.

Saturday at 8am:  Not often

Not at all.

どようびに ⼋時に おきますか？

よく えいがを みますか？
いつ しんぶんをよ
みますか？

いいえ、あまり ⼋
時におきません。

いいえ、ぜんぜんみませ
ん。

たいてい、しゅうまつに
よみます。



こたえてください。 At a restaurant

3pm

To Tokyo

11:30pm

どこで とんかつを たべますか？
まいばん なんじに ねますか？
きょう、どこに いきますか？
いつ コーヒーを のみますか？

レストランで
たべます。

11時はんに ねます。

とうきょうに
いきます。

３時に のみます。
Where?

What time?

Where?

when?



The particle は

• Topic は
•たけしさんは、

• ７時におきます。
• ８時にあさごはんを たべます。

• それから、
• 十時はんに、きっさてんで コー
ヒーを のみます。



Contrastive は

•たけしさんは、
• ８時にあさごはんを たべます。

•メアリーさんは、
• ６時に たべます。



Contrastive は: 〜を is replaced

•たけしさんは、
• ハンバーガーを たべます。

•メアリーさんは、
• ハンバーガー たべません。

• すしは たべます。

X
はを



Contrastive は: other particles is followed byは
•たけしさんは、

• きっさてんで べんきょうします
。

•としょかんで （べん
きょう）しません。

X

は



Contrastive は: other particles is followed byは
•たけしさんは、

• 九時に おきます。 • 六時に おきません。は

X



にほんごでいってください。
• Yes

• Eat dinner at 7pm

• Go to Japan

• Read books at my house

• Go home at 7 today

• Study everyday

• Speak Japanese

• Watch TV

• No
• Eat dinner at 9pm

• Go to Russia

• Read books in the library

• Go home at 7 tomorrow

• Study on Saturday

• Speak English

• Watch movies

七時に ばんごはんをたべます。
九時には(ばんごはんを)たべません。

にほんへ いきます。 ロシアへは いきません。

うちで ほんをよみます。 としょかんでは (ほんを)よみません。

きょう 七時に うちへ かえります。 あしたは (七時に うちへ) かえりません。

まいにち べんきょうします。
どようびには (べんきょう)しません。

にほんごを はなします。 えいごは はなしません。

テレビを みます。 えいがは みません。



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 evening

(a)
(b)

(c)

(d) (e)

(f) (g)

(h)

(i)



Chapter 3 Vocabulary Quiz 2
1. Which verb represents the action illustrated in each of the following 
pictures?  Choose from the list (answer with alphabet).  (2pts.x12) 2. Using Hiragana correctly, write the 

Japanese translation of the following 
English words.  (3pts.x5)
(i) good
(ii) That’s right.
(iii) early
(iv) Sometimes
(v) Usually
3.  Using Hiragana correctly, write the 
pronunciation of the following Kanji 
expressions.
(i) ⼗万三百円 “￥100,300”
(ii) 三千 “3,000”
(iii) 時けい ”watch, clock”
(iv) 七百 “700”
(v) 四時 “4 o’clock”

(あ) (い) (う) (え)

(お) (か) (き) (く)

(け) (こ) (さ) (し)

(a)テレビをみます (b)コーヒーをのみます (c)としょかんに
いきます(d)ごはんをたべます (e)ねます (f)おきます
(g)えいごをはなします (h)べんきょうします (i)がっこうにきます
(j)おんがくをききます (k)うちにかえります (l)しんぶんをよみます


