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Largest country?

せかいの中で、どの国がいちばん⼤きいですか？



Do you play most?

スポーツの中で、どれをいちばん（よく）します
か？



Do you eat most frequently?

やさいの中で、どれをいちばん（よく）⾷べます
か？



⽇本語で
⾔ってくだ
さい。

• Seattle is cooler than Tokyo in the 
summer.
•なつは、シアトルのほうが、
東京より すずしいです。

• Among seasons, which do you like 
the best?
•きせつの中で、どれが いち
ばん すきですか？

• Among the movies you watched 
last year, which was the most 
interesting?
•きょねん⾒たえいがの中で、
どれが いちばん おもしろ
かったですか？



⽇本語で
⾔ってくだ
さい。

• Which do you think takes more time, riding 
subway or going on foot?
• ちかてつにのるのと、あるいて⾏くのと、

どっちのほうが（もっと）時間が かかると
思いますか？

• Between taking a walk and doing exercises, 
which do you like better?
• さんぽをするのと うんどうをするのと

どちらのほうが すきですか？
• Between reading Japanese books and 

reading English books, which is easier?
• ⽇本語の本を読むのと えい語の本を読む

のと どちらのほうが やさしいですか？



“both (of them)’, “neither (of them)””all (of 
them)”, “none (of them)”
• both, neither
• どちら・どっち+ も
• どちらも おいしいですよ。
• どっちも すきじゃないです。

• all, none
• “all” みんな/ぜんぶ
• みんな おもしろかったです。
• ぜんぶ かんたんでした。

• “none” Question word + も
• 何も すきじゃないです。
• どれも おいしくなかったです。
• だれも おもしろくなかったです。



⽇本語で何
と⾔います
か？

• Between baseball and soccer, which do you think 
is difficult?
• やきゅうとサッカーと、どっちのほうが むず

かしいと思いますか？
• I think both are difficult.

• どちらも むずかしいと 思います。
• Among seasons (きせつ), which do you like the 

best?
• きせつの中で、どれが ⼀ばん すきですか？

• I do not like any of them. 
• どれも すきじゃありません。

• Among Japanese cuisine, what do you think is 
most tasty?
• ⽇本りょうりの中で、何が ⼀ばんおいしいと

思いますか？
• I think all is tasty.

• みんな おいしいと思いますよ。



「の」をつかって
⾔ってください。
• Ask in Japanese the price of …
• The largest one
• The smallest one
• The “M” size (エムサイズ）one

• Tell your friends how many you 
have…
• Two black ones
• Four pink ones
• One white one
• No red one



ふくしゅう：の

• Ask in Japanese the price of …
• The largest one
• いちばん⼤きいのはいく
らですか？

• The smallest one
• いちばん⼩さいのはいく
らですか？

• The “M” size (エムサイ
ズ）one

• エムサイズのはいくらで
すか？



ふくしゅう：の

• Tell your friends how many you have…
• Two black ones
• くろいのを⼆つ持っています。
• Four pink ones
• ピンクのを四つ持っています。
• One white one
• ⽩いのを⼀つ持っています。
• No red one
• あかいのは、持っていません。

• Which one do you like?
• すきなのは どれですか？

• Which one is the most beautiful?
• いちばん きれいなのは どれで
すか？



Expressing your intention:  つもり

• Japanese sentence structure:
• [  … what happens/who does what … ] __________

↑
speaker’s judgment/assessment       

• つもり “intention”

• [           Vshort/present]つもり

• 来年は、⽇本をりょこうするつもりです。
• 今⽇は、ばんごはんに、天ぷらを作るつも
りです。
• あしたは、ピアノをれんしゅうしないつも
りです。
• しゅうまつは、何をするつもりですか？



Talk about your plan for the weekend:

13

フラダンスのれんしゅう 出かける

本を読む

えをかく
⼭にのぼる プールでおよぐ

×

×

フラダンスをれ
んしゅうするつ
もりです。

出かけない つもり
です。

本を読む つも
りです。

えをかく つも
りです。

山に のぼるつもりです。

プールで およ
ぐつもりです。



Things you 
intended but 
you didn’t 
carry out…

•〜つもりでしたが、、、
•〜つもりだったけど、、、
•せんしゅうは、もっとべん
きょうする つもりでしたが、
りょうしんが シアトルにあ
そびにきて、、、
•もっと、買いものをする つ
もりだったけど、お⾦が あ
まりなくて、、、
•お⾦がないから、あそびに⾏
かない つもりだったけど、
メアリーさんが来たから、、、



Indefinite 
pronouns

• Indefinite pronouns
•なにか “something”
•だれか “someone”
• Question word＋か

• Somewhere, some place
•どこか
• Location expression … particle に、
で、から、まで
•どこかに あります／います
•どこかで ⾷べます／とまり
ます
•どこかから 来ます
•どこかまで ⾏きます



さあ？？たぶん、、、
•なつやすみは、りょこうをするつもり？
• “Well, maybe I plan to go somewhere…”

さあ、たぶん、どこかに
⾏くつもりだけど、、、



さあ？？たぶん、、、
•なつやすみは、アルバイトをするつもり？
• “Well, maybe I plan to work somewhere…”

さあ、たぶん、どこかで
アルバイトするつもりだ

けど、、、



さあ？？たぶん、、、
•ちょっと、ふとったけど、どうするつもり？
• “Well, maybe I plan to do some exercise at 

somewhere…”

さあ、たぶん、どこかで
うんどうするつもりだ
ニャン、、、



さあ？？たぶん、、、
•パパとママ、どこにいるの？
• “Well, maybe I think they are somewhere…”

ええと、たぶん、どこか
にいると思うけど
ヽ(｀Д´)ﾉ、、、



Negative Form:  Question word ＋も
• “No one”  だれも … Vnegative

• だれも⾷べませんでした。
• “Nothing”  なにも … Vnegative

• 何も飲みませんでした。
• “No where”  どこ＋も
• Cf. Noun-particle-も
• I also go to Japan.
• ⽇本にも ⾏きます。

• I studied also at home.
• 家でも べんきょうしました。

• どこにも⾏きませんでした。
• どこからも来ませんでした。



Negative 
Form:  
Question 
word ＋も

• With particlesに、と、から、で
• Question Word – Particle – も

• “No one”  だれも … Vnegative

• だれにもあいませんでした。
• だれからもプレゼントをもらいませんでし

た。
• だれともあそびませんでした。

• “Nothing”  なにも … Vnegative

• 何にものりませんでした。



Is anyone here?

•だれかいますか？
• Well, no one is here.
• だれもいないや、、、
• みんな、どこにいるかなあ、、、



Is anything here?

•何かありますか？
• Well, nothing is here.
• 何もないワン、、、
• ああ、ざんねんだワン。



Why don’t you go out 
somewhere?
•どこかにでかけませんか？
• No, I do not go out anywhere.
• いいえ、どこにもでかけません。
• そとは、ちょっと⾬がふってい

るから、、、



Aren’t you talking to 
anyone?
•だれかと話しませんか？
• No, I do not talk to anyone.
• いいえ、だれとも話しません。
• クラスメート、だれもすきじゃ

ないから、、、



Aren’t you staying 
anywhere?
•どこかにとまりませんか？
• No, I do not stay anywhere. I will 

sleep here.
• いいえ、どこにもとまりません。

ここでねます。
• うちの中はあついですから、、、



Chapter 10 Vocabulary Quiz 1
1. Choose the correct Japanese word from 

the list that illustrate each of the following 
pictures.  Answer with the alphabet.  
(2pts.x8)

<List>

(a) てぶくろ (b) ぎゅうにゅう (c) し
んかんせん (d)えき (e) せかい (f) は
る (g) やきゅう (h) りんご (i) かお
(j) ちかてつ (k) びよういん(l) きせ
つ (m) はる

2. Using Hiragana/Katakana correctly, write 
Japanese translation of each of the 
following English words.  (3pts.x5)

(a) Rich person
(b) Celebrity
(c) Reservation
(d) This year
(e) Beauty parlor

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)


