
日本語134
八月四日（水）



どのかんじ
がいいです
か？

• To write
• To speak
• To know
• To think
• To come
• To make
• To say
• To read
• To rest

1. 読む
2. 作る
3. 書く
4. 知る
5. 来る
6. 思う
7. ⾔う
8. 話す
9. 休む



日本語で何
ですか？

Who is the person who is taking a walk over there?
あそこで さんぽをしている⼈は だれですか？

The person who is exercising outside is Robert-san.
外でうんどうしている⼈は ロバートさんです。

The student who did not memorize Kanji is Mary-san.
かんじを おぼえなかった学⽣は、メアリーさん
です。

The person who played the piano when he was a child 
is Takeshi.

⼦どもの時に ピアノをひいた⼈は たけしさん
です。



⽇本語でな
んですか？

• (Casual/Informal)  You didn’t come to class yesterday, 
did you?
• きのうクラスに来なかったね。

• (Casual/Informal)  When I was a child, I hated 
memorizing vocabulary.
• ⼦どもの時、たんごをおぼえるのがきらいだっ

た。
• Who is the person wearing black pants and white 

shoes?
• くろいズボンと⽩いくつをはいている⼈は、だ

れですか。
• Who is the person who is dancing and singing?
• おどって、うたをうたっている⼈はだれです

か？



The particle 
から

• Marker for the 
beginning
• With time expression
• １０時から
• ⽊曜⽇から

• With location
• とうきょうから
• シアトルから

• Cf. End point:まで
• １０時から１１時

まで
• とうきょうからシ

アトルまで

• With a clause:  reason
• しゅうまつは、あそび

にきませんでした。
• いそがしかったです

から。
• きのうは、家にいまし

た。
• びょうきでしたから。

• 毎⽇、⽇本語をべん
きょうしています。
• 来年、⽇本に⾏きま

すから。



からas a 
sentence 
connector

• Vshortから、〜
↑ ↑

reason  effect
• きのうは、あめがふったから、うんどうしな

かった。
• おかねがなかったから、あそばなかった。
• さびしいから、いっしょにいてください。
• Cf.  English:  Because I am lonely, please stay 

with me. Or Please stay with me because I 
am lonely.



“already”, “not yet”
• “already”:  もう
• “not yet”:  まだ 〜ていない
A:  もうさくぶんを書きましたか？

“Have you written 
composition/essay?
B:  いいえ、まだ書いていません。

“No, I have not yet.”
(implying writing will happen later)

cf.  いいえ、書きませんでした。
(sounds like you did not it and no 
intention to write it.)

cf. いいえ、まだ書きません。
(sounds as if you are not ready to 
write it (implying when you are ready, 
you might do so))



もう／まだ

• もう、シャワーをあびました
か？
• “No, not yet.”
• いいえ、まだあびていません。

Or
• いいえ、まだ(です)。



⽇本語で
⾔ってくだ
さい。

A:  Have you already memorized new 
vocabulary? 

新しいたんごをもうおぼえましたか。
B:  No, not yet. 

いいえ、まだおぼえていません。
（まだです）
A:  Has the class already ended?

もう、クラスがおわりましたか？
B:  Yes, it has already ended.
はい、もうおわりましたよ。

A:  Have you already cleaned your room?
もう、へやをそうじしましたか？

B:  No, not yet.
いいえ、まだです。



Before ending 
Chapter 9

Chapter 9 Quiz (tomorrow)  … 
listening online, writing in class 
(Canvas Chapter 9 Quiz)

Online Exercises/Quizzes  … 
Due today  (Canvas)



Chapter 10:  ふゆやすみのよてい”Plans for 
Winter Vacation”

Comparing two 
things/people/activities*

1
Comparing three or more 
things/people/activities*

2
Telling your plans

3





ちかてつ しんかんせん

びよういん ＊とこや

えき

やきゅう

サッカー



りんご すし てんぷら

ぎゅうにゅう

ケーキ

ゆうめいじん

おかねもち



1. Find a word 
from Ch. 10 
vocabulary list 
that is described 
by each of the 
following 
descriptions.

• a.  when your hands are cold, you 
wear these.
• b.  before you stay in a hotel, it is 

wise to make this.
• c.  when you need a haircut, you go 

to these places.
• d.  In the US, usually from March to 

June is called this season.
• e.  At this place, you can get on a 

train.

てぶくろ

よやく

とこや・びよういん

はる

えき



⽇本語でなんですか？

ホテルにとまる ゴロゴロする

１０分かかる

２００円かかる

はるになる こっちにきめる りょこうする ⽇本語をれんしゅうする



⽇本語でなんですか？

すずしい あたたかい おそい

はやい

あたたかい つめたい ねむい かんたん（な）むずかしい



Chapter 9 Kanji Quiz
1. Choose Kanji expressions for each of 

the following Japanese words. (2pts.x6)
(a) ごご
(b) らいげつ
(c) なまえ
(d) じかん
(e) でんわ
(f) いえ

<List>

(1) 時間 (2) ⾬ (3) 来⽉ (4) 電話 (5) 午
後 (6) 午前 (7) 家 (8) 名前

2. Which Kanji is used to write the 
underlined part of each of the 
following words? (2pts.x7)

(a) はなす
(b) すこし
(c) かく
(d) しっている
(e) きます
(f) ふるい
(g) しろい

<List>

(1) 読 (2) 知 (3) 友 (4) 来 (5) 話 (6) ⼩
(7) 古 (8)  少 (9)  書 (10) ⽩


