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うそをつく
おなかがすく

ペットをかう

じゅぎょうをサボる

いいせいせきをとる

しゅうじをならう

おなかがすいている
・おなかがすいた



⼭にのぼる はしる つかれる

タバコをやめる けんかする 友だちをしょうかいする

つかれている
/つかれた



ダイエットする ちこくする

りゅうがくする



つきました
すいています

かっています サボりました

とりました ならっています

のぼります はたらいています

すきました



つかれました すっています

けんかしています

しょうかいします

ダイエット
しています ちこくしました

りゅうがくしています



ひさしぶり

しょうらい

おまつり

しゃちょう

しゅっしん

おんせん

まあまあ

もっと



を

に

を

を

に

を

を

を



Expressing your desire 
to do something
• “I want to V”, “Do you want to V?”
• Vます＋たい
• たい conjugates as いadjective
• 今⽇はいい天気だから、午後は、

サボりたいです。
• ←サボる”skip (class/work)”＋たい

• ⽇本に⾏きたいから、⽇本語を
べんきょうしています。
• ←⾏く＋たい



「〜たい」
で言ってく
ださい。

•ペットをかう
•山にのぼる
•はたらく
•おちゃをならう
•仕事をやめる
•りゅうがくする
•ホテルにとまる
•かしゅになる

•ペットをかいたい
•山にのぼりたい
•はたらきたい
•おちゃをならいたい
•仕事をやめたい
•りゅうがくしたい
•ホテルにとまりたい
•かしゅになりたい



「〜たい」ですか「〜たくない」ですか？

1.  2.  3.  4.  

5.  6.  7.  8.  



Important things about Vたい part 1

• When the verb has the object
• 〜がVたい or
• 〜をVたい

• いぬをかう “have a dog as pet”
• いぬがかいたいです。
• いぬをかいたいです。

• 映画を⾒る
• 映画が⾒たい。
• 映画を⾒たい。

• With other particle, no change.
• ⽇本に⾏く
• ⽇本に⾏きたいです。
• ×⽇本が⾏きたいです。

• 友だちに会う
• 友だちに会いたい。
• ×友だちが会いたい



日本語で言ってください。

（例）すきやきが・すきやきを ⾷べたいです。
1.  ほっかいどうに ⾏きたいです。
2. ビールが・ビールを飲みたいです。
3.  映画が・映画を ⾒たいです。
4.  サッカーが・サッカーを したい(or やりたい）です。

北海道（ほっかいどう）

すきやき



Important 
things about V
たい part 2

• Often 〜と思う/思っている follows 
〜たい
• 思う: does not necessarily indicate 

uncertainty; used as a “softener” 
(or politeness)

• ⾏きたいと思います
• ⾏きたいと思っています…less direct
• ⾏きたいです…direct



日本語でなんですか？

• I want to study abroad in Japan.
•日本にりゅうがくしたいです。
•日本にりゅうがくしたいと思っています。

• I want to quit my job.
•仕事をやめたいです。
•仕事をやめたいと思います。
(note:  〜をやめる→do not change into 〜がやめたい）



Important 
things about 
たい part 3

• たい conjugates as adjective:
• Present tense affirmative

• そとであそびたいね。…casual/informal
• そとであそびたいですね。

…polite/formal
• Present tense negative

• そとであそびたくない（です）よ。
• Past tense affirmative

• そとであそびたかった（です）。
• Past tense negative

• そとであそびたくなかった（です）。



I don’t want to/wanted to ~

• ペットをかう
• 山にのぼる
• はたらく
• おちゃをならう
• 仕事をやめる
• りゅうがくする
• ホテルにとまる
• かしゅになる

• ペットをかいたくない・かいたかった
• 山にのぼりたくない・のぼりたかった
• はたらきたくない・はたらきたかった
• おちゃをならいたくない・ならいたかった
• 仕事をやめたくない・やめたかった
• りゅうがくしたくない・したかった
• ホテルにとまりたくない・とまりたかった
• かしゅになりたくない・なりたくなかった



Important 
things about V
たい part 4

• When you want to describe the 3rd

person’s desire…
• ×先⽣は、⽇本に⾏きたい
• 先⽣は、⽇本に⾏きたいと思っていま
す／と⾔っています。。
• ×たけしさんは、午後クラスをサボり
たい。
• たけしさんは、午後クラスをサボりた
いと思っている／と⾔っている。



日本語で言ってく
ださい。

• Mary wants to go on a diet.
• メアリーさんは、ダイエットがした

い と思っています。
• メアリーさんは、ダイエットがした

い と⾔っています。
• Takeshi wants to work in a big 

company.
• たけしさんは、⼤きい会社で はた

らきたい と思っています。
• たけしさんは、⼤きい会社で はた

らきたい と⾔っています。



Important 
things about V
たい part 4

• When you want to describe the 3rd

person’s desire … option 2
• When the 3rd person is very close to 

you (siblings, family, close friends)
• 〜たがっている
• おとうとは、新しいケータイを
買いたがっている。
• ⽗は、あかいスポーツカーを買
いたがっています。

• Implies a little bit of frustration, disgust, 
etc. …not appropriate for describing 
someone unfamiliar



日本語で何ですか？

• My older sister wants to have a puppy as her pet.
• あねは こいぬをかいたがっています。

• My younger brother wants to cut Japanese class.
• おとうとは、⽇本語のクラスを サボりたがっていま

す。



Do you want to …?

うん、



Do you want to …?

⼭にのぼりたい？

コーヒーが飲みたい?

こうえんをさんぽ
したい?

おかしがかいたい?



There she goes 
again:  Hana-chan

wants to …

はな、
５さい



Hana-chan wants 
to …

ニンテンドー
を買いたがっ
ています

デズニーラン
ドに⾏きた
がっています

おかしを⾷べた
がっています。

本を読みた
がっています。

はな、
５さい



Chapter 11 Vocabulary Quiz 1
1. Choose the word from the list that describes 

what each of the following pictures illustrates. 
(2pts.x7)

<list>
(a) かわ (b) みずうみ (c) 男の子 (d) おかし
(e) びじゅつかん (f) 女の子 (g) じんじゃ
(h) おまつり (i) おもちゃ (j) じゅぎょう

2. Using Hiragana/Katakana correctly, write 
the Japanese translation of each of the 
following English words.  (4pts.x8)

(a) foreign countries      (b)  New Year’s

(c)     future                         (d)  dream
(e)    roommates (f)  this semester

(g) spa, hot springs         (h)  festivals

3. 日本語で何ですか？ひらがなで書いて
ください。 (3pts.x5)

(a) Cartoonists

(b) Writers

(c) school teachers
(d) Researchers

(e) President (of a country)

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)


