
日本ご134
７月１３日（火）

Adjectives



よんでくだ
さい。

山田さんは、元気です。

今日の天気は、いいですよ。

私は、よくとんかつを ⾷べます。コーヒーも、よ
く飲みます。

川⽥さんは、⼥の⼈です。

あの男の⼈は、今、どこに⾏きますか。



Month

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 (1st through 10th and 14th, 20th, and 
24th )

1st 2nd 3rd

4th 5th 6th

7th 8th 9th

10th 14th 20th

24th

• ついたち
• ふつか
• みっか
• よっか
• いつか
• むいか
• なのか
• ようか
• ここのか
• とおか
• じゅうよっか
• はつか
• にじゅうよっか



Other dates: 〜にち（⽇）
Jan. 18th Feb. 25th

March 12th April 23rd

May 29th June 30th

July 17th August 11th

September 
26th Oct. 10th

Nov. 3rd Dec. 8th

• いちがつ じゅうはちにち
• にがつ にじゅうごにち
• さんがつ じゅうににち
• しがつ にじゅうさんにち
• ごがつ にじゅうくにち
• ろくがつ さんじゅうにち
• しちがつ じゅうしちにち
• はちがつ じゅういちにち
• くがつ にじゅうろくにち
• じゅうがつ とおか
• じゅういちがつ みっか
• じゅうにがつ ようか



こたえてく
ださい

きょうは、なん⽉なん⽇ですか？

あしたは？

きのうは、なん⽉なん⽇でしたか？

たんじょうびは、なん⽉なん⽇ですか？

おとうさんのたんじょうびは？

おかあさんのたんじょうびは？

アメリカのたんじょうびは、なん⽉なん⽇ですか？



What is the word with the opposite meaning?  Find one 
from the vocabulary list (textbook pp. 130-1).

たかい ⇄

おもしろい⇄

さむい ⇄

ふるい ⇄

すき⇄

ひま⇄

ちいさい⇄

にぎやか⇄

むずかしい⇄

たのしい⇄

こわい ⇄

だいきらい⇄

やすい
あつい きらい

おおきい やさしい

やさしい

つまらない あたらしい いそがしい

しずか つまらない だいすき



Find Japanese 
expressions 
from Ch. 5
adjectives list 
that can be 
associated with 
each of the 
following 
notions

90 ℉

やすみ

テスト

うみ

たんじょうび

University Way (in U-district)

日本ご

おみやげ

あつい

ひま

きらい むずかしい

おおきい たのしい

たのしい

こわい

やさしい

うれしい やすい

うれしい



Japanese 
Adjectives

• Adjectives:
• Used as a modifier for a noun

• A big university
• Used as a predicate

• This university is big.
• Japanese Adjectives:  Two types

• いadjectives
• なAdjectives



How do you tell?

•い Adjectives 
• ____い
• _aい、_iい、_uい、_oい
• たかい
• あたらしい
• さむい
• おもしろい
• No  _eい(きれい:なadjective) ）

• But…
• きらい（なadjective)



How do you tell?

•い Adjectives 
• Conjugates:  change the form of 

the dictionary form based on the 
affirmative/negative, present/past

•なAdjectives
• No conjugation:  the dictionary 

form remains the same in the 
affirmative/negative, present/past



い vs. な
Adjectives

•いAdjectives
• Modifier for a noun:  

…いNoun
• Affirmative 

Predicate:  …いです。
• Negative Predicate:  

…く ないです・
ありません

•なAdjectives
• Modifier for a 

Noun: …なNoun
• Affirmative 

predicate:  …です
• Negative Predicate: 

…じゃないです・
ありません



Adjectives as Predicates

•い-adjective
• Past Tense
• Affirmative:  ___い⇨ ＿＿＿＿かった
• おおきかったです。”(It) was big.”

• Negative: ＿＿＿い⇨ ＿＿＿くなかった
or _____くありませんでした
• おおきくなかったです。”(it) was not big.”
• おおきくありませんでした。

•🙅 Do Not change です into でした



Adjectives as Predicates
•な-adjective
• Past Tense
• Affirmative: です ⇨ でした
•ひまでした。”(I) was free.”

• Negative:  です ⇨ じゃなかった or 
じゃありませんでした
•ひまじゃなかったです。”(I) was not free.”
(No change on です）
•ひまじゃありませんでした。



Adjectives as Predicates

•い-adjective:  One Exception
•いい (かっこいい）
•よくないです／よくなかったです
•よくありません／よくありませんでし
た
•よかったです



Adjective Conjugation
• い-adjective:
• ______いです。
• ＿＿＿くないです／くありません。
• ＿＿＿かったです。
• ＿＿＿くなかったです／くありませんでした。

• な-adjective:
• _____なです。
• ＿＿じゃないです／じゃありません。
• ＿＿でした。
• ＿＿じゃなかったです／じゃありませんでした。

×



Past Affirmative Form?
• こわい
• きれい
• ふるい
• きらい
• あつい
• かっこいい
• しずか
• つまらない
• にぎやか

•こわかった（です）
•きれいでした
•ふるかった（です）
•きらいでした
•あつかった（です）
•かっこよかった（です）
•しずかでした
•つまらなかった（です）
•にぎやかでした



Past negative Form?
• あたらしい
• すき
• さむい
• げんき
• おもしろい
• かっこいい
• ひま
• ちいさい
• きれい

•あたらしくなかった（です）
•すきじゃなかった（です）
•さむくなかった（です）
•げんきじゃじゃなかった（で
す）
•おもしろくなかった（です）
•かっこよくなかった（です）
•ひまじゃなかった（です）
•ちいさくなかった（です）
•きれいじゃなかった（です）



日本ごでいって下さい。

サーフィンは、(was not easy). としょかんは(was not quiet) たけしさんのへやは
(was not neat)

ばんごはんは(was yummy!)

テストは(was difficult)
天気は(was not good)

べんきょうは(was not
Interesting)

やさしくなかったです しずかじゃなかったです

きれいじゃなかったです

おいしかったです
むずかしかったです

よくなかったです おもしろくなかったです



すき／きらい
•すき “like”, だいすき “like very much” (“love” as 

well)
•きらい “dislike”, だいきらい “dislike very much”
•すき／きらい …な-adjectives
• Things about which you describe likes and 

dislikes…が
•すしが すきですか？
•べんきょうが きらいです。
•ほんが すきながくせい
•テストが だいきらいな⼈



⽇本語でいってください。
• Mary-san does not like coffee very much.
• メアリーさんは、コーヒーがあまりすきじゃあ
りません。

• Does Mary-san like sushi?
• メアリーさんは、すしがすきですか？

• Yamada-san likes old movies very much.
• やまださんは、ふるいえいがが とてもすきで
す。

• What is the food you like?
• たべものは、なにがすきですか。
• すきなたべものは、なんですか？

• What is the sport you hate?
• スポーツは、なにがきらいですか。
• きらいなスポーツは、なんですか？



すき／きらい

• Expressing すき／きらい in 
front of others…
• Considered to be the sign of 

“immature”
• To be avoided unless among 

very close friends, family 
members, etc.

これ、だいきらい。



すき／きらい

• Instead…
• Show hesitation
• Say nothing…

これは、ちょっと…



Chapter 5 Vocabulary Quiz 1
1.  Choose the correct word from the list. (2pts.x9) (あ) てんき (い) おみやげ (う)のみもの

(え) くだもの (お)やすみ (か)りょこう
(き)しゅくだい (く) サーフィン (け)へや
(こ)バス (さ)うみ (し)たべもの (す)ぼく
Using Hiragana correctly, write the Japanese equivalent of each of 
the following adjectives.  (3pts.x12)
(a) interesting, funny
(b) Small
(c) Boring
(d) Difficult
(e) Inexpensive, cheap
(f) Busy
(g) Good looking
(h) Fun
(i) Old
(j) easy
(k) New
(l) Hot

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)


