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よんでください

• 月曜日に ⽇本⼈のともだちに
あいます。
• 九時半に としょかんの中に い
ます。
• かばんの中に ⽇本ごの ざっし
が あります。
• 本は つくえの上です。
• いすの下に 中ごくごの本が あ
ります。



⽇ほんごで
なんです
か？

vYesterday, I studied Japanese for two hours.
vきのう ⽇ほんごを ⼆時かん べんきょうし
ました。

vきのう ⼆時かん ⽇ほんごを べんきょうし
ました。

vMary bought a lot of meat at a supermarket on Friday.
vメアリーさんは、⾦曜⽇に スーパーで にく
を たくさん かいました。

vメアリーさんは、⾦曜⽇に スーパーで たく
さん にくを かいました。

vI will have classes for four hours tomorrow.
vあした クラスが 四時かん あります。
vあした 四時かん クラスが あります。

vWe waited for Takeshi for 30 min. in front of the library.
vとしょかんのまえで たけしさんを 三⼗ぷん
まちました。

vとしょかんのまえで 三⼗ぷん たけしさんを
まちました。



Particles も、は

• In the place where you would use が、
を, も、はreplaces them:
• メアリーさんが いますね
あっ、たけしさんも いますよ。

• えいごが わかりますね。
えっ、⽇本ごも わかります
か？すごいですねえ。

• にくを かいましたね。
さかなも かいましたか？



Particles も、
は

• In the place where you would use に、
で、へ、と、etc. も、は follows 
them:
• 〜にも、〜でも、〜へも、〜とも
• シアトルに、としょかんがあり
ます。たけしさんのまちにも
ありますか？
• ⽇本でも えいがをみましたよ。
• メアリーさんとも はなしまし
た。
• シアトルへも いきましたか？



Particles は for
“Contrast”:  “A
but not B”

• In the place where you would use が、
を、は replaces them:
• メアリーさんが いますね。で
も、たけしさんは いませんよ。
• えいごが わかりますね。でも、
⽇本ごは わかりませんね。
• にくを かいましたね。さかな
は かいませんでしたね。



Contrast with 
は

• With 〜に、〜で、〜と、は follows:
• 〜には、〜では、〜へは、〜とは
• シアトルに、としょかんがあり
ます。たけしさんのまちには
ありませんよ。
• ⽇本では えいがをみませんで
した。
• メアリーさんとは はなしませ
んでした。
• シアトルへは、きませんでした。



Particle も
Q:  ⽇本でおみやげを かいましたか？
A:  はい。

ペンをかいました。 Tシャツもかいました。



えいがを みましたか？
I watched …

Did you also watch …?

「となりのトトロ」
を みました。

「ワンピース」も
みましたか？



〜は
Yasuko-san ...

…not teacher。ともだちの、た
けしさんで〜す。

やすこさんは とも
だちに あいました。 せんせいには あ

いませんでした。

❌



〜も
We have ~ in our town.

Do you have … as well?

ホテルが あります。

カフェも ありま
すか？



〜は
Takeshi-san ...

… not

たけしさんは、レ
ポートを かきまし
た。

メールは かきませ
んでした。

❌



〜も
There is ~ on the desk.

Is there … under the desk as well?

つくえの上に ね
こがいます。

つくえの下にも
いますか？



〜も
There is ~ on the desk.

Is there … under the desk as well?

つくえのしたに
こどもが います。

つくえの上にも
いますか？



〜も
There is ~ on the desk.

Is there … under the desk as well?

つくえの上に コ
ンピューターが
あります。

つくえの下には なに
が ありますか？



〜も
There is ~ on the desk.

Is there … under the desk as well?

つくえの上に か
ばんが あります。

つくえの下にも かば
んが ありますか？



Dates
• Month

• #⽉（がつ）
• January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

⼀⽉（いちがつ）
⼆⽉（にがつ）
三⽉（さんがつ）
四⽉（しがつ）
五⽉（ごがつ）
六⽉（ろくがつ）
七⽉（しちがつ）
⼋⽉（はちがつ）
九⽉（くがつ）
⼗⽉（じゅうがつ）
⼗⼀⽉（じゅういちがつ）
⼗⼆⽉（じゅうにがつ）



Days of the month: 〜⽇(にち)

• 1st
• 2nd

• 3rd

• 4th

• 5th

• 6th

• 7th

• 8th

• 9th

• 10th

• 14th

• 20th

• 24th

• ついたち（⼀⽇）
• ふつか（⼆⽇）
• みっか（三⽇）
• よっか（四⽇）
• いつか（五⽇）
• むいか（六⽇）
• なのか（七⽇）
• ようか（⼋⽇）
• ここのか（九⽇）
• とおか（⼗⽇）
• じゅうよっか（⼗四⽇）
• はつか（⼆⼗⽇）
• にじゅうよっか（⼆⼗四⽇）

*19th

*25th

*12th

じゅうくにち
（⼗九⽇）

にじゅうごにち
（⼆⼗五⽇）

じゅうににち
（⼗⼆⽇）



いってください。

きょうは、
•＿＿＿＿＿___⽉＿＿＿＿＿＿______⽇です。

あしたは、
•＿＿＿＿＿ ⽉＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿⽇です。

きのうは、
•＿＿＿＿＿＿＿＿＿⽉＿＿＿＿＿＿＿＿＿⽇でした。

しち とおか

しち

しち じゅういち

ここのか



ある／あります

• ここに やまださんのかばんがあ
ります。
• としょかんのまえに、ぎんこうが
ありますよ。
• Negative Form:

• ありません／ないです
• うちには、テレビがありません
／ないです。
• このまちには、デパートがない
です。



Oral 
Interview

• 7/12 Group Interview
• Questions and answers

• Sample questions is posted on Canvas.
• https://canvas.uw.edu/courses/1458181/assign

ments/6390283?module_item_id=13031322

• One minute speech describing your daily life 
(must include both present and past tense 
sentences).  Present your speech in a small group
• You may bring notes in English and 

vocabulary list of Japanese but no scripts in 
Japanese

• Try to speak as if you are talking to someone, 
not reading off script

• Repeat your speech in a different group
• While listening, take notes (will be included 

in your grade)

https://canvas.uw.edu/courses/1458181/assignments/6390283?module_item_id=13031322


Oral 
Interview

• Grading:
• Q/A Be conversational!  
• Not just simple memorization of the 

answers.
• Follow-up questions
• Do not worry about the questions you 

do not understand.  Just ask すみませ
ん、わかりません。



Oral 
Interview

• Grading:
• One Minute Speech
• Be prepared!  
• Not simply memorize it.
• You may bring a piece of paper with 

notes of ideas (not a script).  Reading 
off from the script will be negatively 
graded.

• At the end, you may be asked 
questions about the contents.



Exam 2 • Between 12am through 11:59pm on 7/12 
(M), you may take question-by-question or 
all at once.

• Listening Comprehension/Kanji 
• Short two dialogs
• One monolog
• Multiple choice questions
• Kanji… in Reading 

Comprehension/Grammar
• Two reading passages
• Multiple choice questions
• Grammar:  

• Fill in the blanks, Particles 
• True/False questions
• Multiple Choice



High school

University Post office

Library

A

B

C D

E



High school

University Post office

Library

ぎんこう

びょういん

デパート スーパー

きっさ
てん



やまもとせんせい
• 20 years ago,
• 19 years old
• Sophomore in college in 

Japan
• Not a good student
• Majored in American 

literature
• Worked part-time for 8 

hours everyday at a 
bookstore
• Took a lot of photos of 

his friends
• Understood English but 

not now



Fill in the blanks
1. これは、(whose)しゃしんですか？
2. たいてい(about what time) おきますか？
3. すずきさんのかばんは(which (one)) ですか？
4. びょういんは、(where (does it) exist)?
5. あそこに(who exists)?
6. (which day of the week)、⽇本ごのクラスがあります

か？
7. しゅうまつ(where)いきますか？
8. たいてい(where) コーヒーをのみますか？
9. やましたせんせいは(where)いますか？
10. (when)このえいがをみましたか？

だれの
なんじごろ／なん
じぐらいに

どれ
どこにありますか/
どこですかだれがいますか

なん曜⽇に
どこに／どこへ

どこで

どこに

いつ



Fill in the blanks with the appropriate particle (X if no particle)

• まいばん(           )⼗⼀時(            ) ねます。
• きのう(           ) せんせい(           )あいました。
• まいにち(        )五時かんぐらい(           )べんきょうをします。
• ⽉曜⽇(           )⽔曜⽇(           )⾦曜⽇(           )アルバイトをします。
• とうきょう(           )そのレストラン(           )あります。
• やまださんは、かんこくご(           )ちゅうごくご(           )わかりま

す。
• ⽇本ご(           )クラス(           )ときどき(          )えいが(           )みま

す。

X に
X に

X X

と と に
に が

と が

の で をX



a. ⽉曜⽇に、
b. ⽕曜⽇に、

c. ⽔曜⽇に、
d. ⽊曜⽇に、

b. ⾦曜⽇に、
c. ⼟曜⽇に、

b. ⽇曜⽇に、

きっさてんで、ともだちにあいました。
こうえんで、ともだちとテニスをしま
した。
うちで三じかん本をよみました。
ともだちのうちに、六じかんぐらいい
ました。
がっこうで、せんせいにあいました。
としょかんに、五じかんぐらいいまし
た。
ともだちと、うちでえいがをみました。

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Met her 
friend at a 
coffee 
shop

Played 
tennis 
with her 
friend at a 
park

Read books 
at home for 
about 3 
hours

Be at her 
friend’s 
house for 
about 6 
hours

Met her 
teacher 
at 
school

Be in the 
library for 
about 5 
hours

Watched 
a movie at 
home 
with her 
friends



a. たけしさんとやすこさんは、⼟曜⽇にデートを
します。⽇曜⽇（ ）デートをします。
b.  ロバートさんは、コーヒーをのみます。お
ちゃ（ ）のみません。
c.  やまもとさんは、がくせいです。たなかさん
（ ）がくせいじゃありません。
d.  メアリーさんは、うちでべんきょうします。
としょかん（ ）べんきょうします。

にも

は

は

でも



Chapter 4 Vocabulary Quiz 2
• Complete the sentences by filling blanks with the 

appropriate verb (in the ます-form) so that the sentence 
describes what the picture illustrates.  (3pts.x7)

• Using Hiragana correctly, 
write the Japanese equivalent 
of the following English. 
(3pts.x6)

(1) Thursday
(2) Last week
(3) Alone
(4) I am sorry.
(5) One hour
(6) Tuesday

(1) (2) (3)

(4)
(5)

(6)
(7)

メアリーさんは、カ
フェで たけしさん
に（ past tense ）。

メアリーさんは、
くつを（past
tense）。

メアリーさんは、し
ゃしんを（past 
tense）。

ジョンさんはガール
フレンド(girlfriend)を
（ past tense ）。

メアリーさんは、
てがみを（ past 
tense）。

ぜんぜん（present 
tense in the 
negative form）。

つくえの上に 本が
（ present tense）。

??


