
日本語１３４
七月二十七日（火）



かいしゃいん くうき

てんきよほう

なつ

ふゆ

はし しごと

きおん

おふろ



くもり ゆき はれ あめ

カメラ カラオケ
トマト

パーティーバーベキュー ホームステイ



じょうず

へた

ゆうめい

メアリーさんは、スキーがじょうずです。

たけしさんは、スキーがへたです。
ワシントン大学は、ゆうめいですか？



あめがふる いる
きる

あらう
おそくなる つくる すてる

いう おもう もっていく はじめる

いる



Which verb? (Course Packet p. 8-2)

•ふる
•あらう
•いる
•つくる
•いう
•はじめる

•１０時半に、⽇本語のクラスを＿＿＿＿＿＿ます。
•今⽇は、パソコンをかいます。ですから、お⾦が＿
ます。
•このシャツ、あまりきれいじゃないです。＿＿＿て
ください。
•中国語があまりわかりません。⽇本語で＿＿てくだ
さい。
•メアリーさんは、毎⽇うちで、ばんごはんを＿＿＿
ます。
•今⽇は、朝からあめが＿＿＿＿＿＿＿＿ていますね。

はじめ

いり

あらっ

いっ

つくり

ふって



なにをしていますか？
• ＿＿＿＿＿＿＿＿＿しています。
• ＿＿＿＿＿＿＿＿＿しています。
• ＿＿＿＿＿＿＿＿＿しています。
• ＿＿＿＿＿＿＿＿＿しています。

そうじ

うんてん

りょうり

せんたく



なにをしてはいけませんか？(CP p. 8-3)

• You have a job interview at 8am 
tomorrow…
• You have a trash but there is no 

trash bin around here…
• You are packing your bag for 

upcoming field trip following a 
packing list.  The list also says “Do 
not bring your phone.”
• Today is not a garbage (ゴミ) day.

•おそくなる
•おそくなってはいけません。

•すてる
•すててはいけません

•もっていく
•もっていってはいけません

•すてる
•今⽇は、ゴミをすててはいけ
ません。



あたらしいかんじ
• 員
• 会社員
• 新しい
• 聞く
• 新聞
• 作る
• 作⽂
• 仕
• 事
• 仕事
• 電
• 電気

• いん
• かいしゃいん
• あたら(しい)/しん
• き(く)/ぶん
• しんぶん
• つく(る)/さく
• さくぶん
• し
• こと/ごと
• しごと
• でん
• でんき



新しいかんじ
•⾞
•電⾞
•休む／み
•⾔う
•読む
•思う
•次
•何

•くるま／しゃ
•でんしゃ
•やす(む)/(み)
•い(う)
•よ(む)
•おも(う)
•つぎ
•なに／なん



Short Forms

•〜です／〜ます
• Marks the speaker as the “public” speaker
• Used to show the polite attitude toward the 

addressee
• Shows unfamiliarity to the addressee, leaving a 

distance between the speaker and the 
addressee
• “Formal”, “Polite”, “Distal”

•おはようございます。Vs.
•おはよう。
•おいしくないです。Vs.
•おいしくない。



Short Forms

• Short Form:
• Marks the speaker as a 

private speaker
• Shows familiarity to the 

addressee, no distance 
between the speaker and the 
addressee
• “Casual” ,”Informal”, “Plain”
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マンガバージョン(English)



よんでください。
さき：よーし、つぎは、なに、のりますか？
けんた：えー、かんらんしゃは、どうですか？
さき：えー、そんなのつまらないですよー。
けんた：じゃあ、なにがいいですか？
エリン：あれにのりましょう。
さき：お、いいですねー。
さき：ドキドキしますね。
エリン：けんたくん、だいじょうぶですか？
けんた：う、うん！エリンちゃんこそ、ないては
いけませんよ！
さき、エリン：あ、あー。
けんた：た、たすけてください！

かんらんしゃ”ferries wheel”

ドキドキする”excited”

たすける“help, rescue”

なく”cry”



Casual Speech Version



Casual Form Version
• さき：よーし、つぎ、なに、のる？
• けんた：えー、かんらんしゃは？
• さき：えー、そんなのつまんないよー。
• けんた：じゃあ、なにがいいんだよ？
• エリン：あれにのろう。
• さき：お、いいねー。
• さき：ドキドキするね。
• エリン：けんたくん、だいじょうぶ？
• けんた：う、うん！エリンちゃんこそ、なくなよ！
• さき、エリン：あ、あー。
• けんた：た、たすけてーっ！

〜んだ “it is the case ~”



Compare these conversations

今⽇のひるごはん、何を⾷べますか？
ええと、すしです。ちょっと、⾼いで
すね。
ああ、いいですね。だれと⾷べに⾏き
ますか？
メアリーさんとです。

今⽇のおひる、何⾷べる？
ええと、すし。ちょっと、⾼い
けど。
へえ、いいねえ。だれと？
メアリーと。



Short Forms:  
Affirmative

• Formation:
• Verbs:  Dictionary Form/Citation Form
•します する
•きます くる
•たべます たべる
•でかけます でかける
•よみます よむ
•およぎます およぐ
•いきます いく



Short Forms: 
Affirmative

• Formation:
•Adjectives：Dictionary 

Form/Citation Form
•いいです いい
•やさしいです やさしい
•きれいです きれいだ
•すきです すきだ

•Copula: 〜だ
•⽇本⼈です ⽇本⼈だ
•学⽣です 学⽣だ



Short Forms:  
Negative

• Negative：〜ない
• しません しない
• きません こない

• U-verbs:  _u à _aない
• 飲みません 飲まない
• U-verbs ending with う（かう、いう、etc.)
• U à waない
• かいません かわない

• る-verbs:  __る à __ない
• いません いない

• ＊ありません ない
• Adjectives/copula
• ⼤きくないです ⼤きくない
• しずかじゃないです しずかじゃない
• ⼥の⼦じゃないです ⼥の⼦じゃない



Casual/Informal Speech

• Between someone familiar, in private 
relationship
• Up to each individual (no specific rule to 

determine when you switch to this style of 
speech)
• Abbreviation of particles
• 本を よみます。
• 本 よむ。
• 先⽣が きます。
• 先⽣ くる。
• メアリーさんは アメリカ⼈です。
• メアリーさん、アメリカ⼈だ。



Casual/Informal Speech:  
Question
• Intonation (rising intonation on the very last 

syllable)
• ⼭⽥さんを しっていますか？
• ⼭⽥さん しっている？

• Cannot use だ
• たけしさんは、しんせつですか？
• たけしさん、しんせつ？

• Or, use の at the end of the sentence
• 今、なにをしていますか？
• 今、なに しているの？

• With な-adjective or noun, なの？
• だいじょうぶですか？
• だいじょうぶなの？



Casual/Informal Speech:  
Question
• Answering to a question:
•はい → うん
•いいえ → ううん
• Q:  あした、クラスにくる？

A:  うん、くるよ。
• Q:  このかんじ、わかる？

A:  ううん、わからないよ。



Casual/Informal Speech: At the 
end of sentences
• Variety of Sentence Ending Particle 

• ね confirmation (speaker’s uncertainty)
• よ assertion (speaker’s confidence)
• よね new information which the speaker shows 

uncertainty
• けど keeping your statement inconclusive “but…”
• の (with flat intonation)    expressing circumstances (=
から）

• ぞ／ぜ (mainly male style) assertion
• わ／わよ／わよね (mainly female style) 
• かも “maybe”
• かなあ／かしら(female) “I wonder”

• このえいが、おもしろいよね。
• これ、おいしくないぜ。
• それ、つまらないわよ。
• メアリーさん、くるかなあ？



Casual/Informal Speech: Request

•〜てください → 〜て
•すみません、しゃしんをとってくださ
い。
•ごめん、しゃしんとって。
•ねえ、しゃしんとってよ。

•〜ませんか？→ 〜ない？
•これ、⾷べませんか?
•これ、⾷べない？



Chapter 7 Grammar Quiz
1. メアリーさんは何をしていますか？

Pick two and write your answers.  (If 
you write 3 or more sentences, first 2 
sentences will be graded.)  (5pts.x2)

Answer 1 (please indicate which picture )

Answer 2 (please indicate which picture)

2. 日本語でなんですか？ (6pts.)
I have two older sisters and one younger brother.

3. Describe the picture using “purpose of 
going/coming” construction.  Make sure to 
include the name of the place each person 
goes and the purpose of going there. 
(4pts.x2)

a. マリアさんは、

b. ポールさんは、


