
１１⽉月１3⽇日（⽕火）
第１５課 　 　 　 　Sentential Noun Modifier  

  ⼩小テスト



Casual Friday 　(１１⽉月１６⽇日）
¤  The goal:  become familiar with “casual” way of 

talking in Japanese 

¤ ゲーム、ダイアローグ 

¤  Use short form 
¤ しましょう 　⇒ 　しよう 
¤ いきます  ⇒ 　いく 

¤  Skip particles 
¤  わたし 　話すね。 
¤  この本 　もう読んだよ。 

¤  Sentences are generally short and incomplete 
¤ これは、何ですか？⇒  これ、何？ 
¤ さあ、わかりません。⇒  さあ。 
¤ おしえてください。 　⇒ 　おしえて 
¤ そうですね 　⇒ 　そうね 



Sentential Noun Modifier  

¤ [Subj.が      Vplain]  Noun
¤ ʻ‘the  book  that  Sensei  readʼ’

¤ 先⽣生が読んだ本

¤ ʻ‘the  store  at  which  Yamada-‐‑‒san  bought  the  
shoesʼ’
¤ ⼭山⽥田さんがくつを買った店

¤ ʻ‘the  bus  that  I  ride  dailyʼ’
¤ 私がまい⽇日のるバス

¤ ʻ‘the  shoes  that  Mom  didnʻ‘t  wearʼ’
¤ ⺟母がはかなかったくつ
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¤ The coffee that I 
drank this morning 

¤ The book that 
Yamada-san owned 

¤ The car that 
Yamada-san did not 
buy 

¤ The hotel that I am 
thinking of staying 
on the next trip 

¤ 今朝飲んだコーヒー 

¤ ⼭山⽥田さんがもってい
た本 

¤ ⼭山⽥田さんが買わな
かった⾞車車 

¤ こんどの旅⾏行行でとま
ろうと思っているホ
テル



When to use sentence modifiers?

ウワ〜～、いろい
ろなしゃしんが
あるねえ、、、



このしゃしんは、何のしゃしん？�

¤  I bought the coffee that I drank 
this morning in this store. 
¤ けさ飲んだコーヒーをこ
の店で買いました。

¤  This is the coffee shop that I 
went often when I was a high 
school student. 
¤ これは、私が⾼高校⽣生時代よ
く⾏行行ったきっ茶茶店です。

¤  This is the cake shop where my 
older sister bought a cake for 
my birthday. 
¤ これは、姉が私のたんじょ
う⽇日にケーキを買ったケー
キやです。
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これは？�

¤  I read (and see how I 
like) the books that 
Yamada-san owned . 

¤ ⼭山⽥田さんがもっていた
本を読んでみました。 

¤ These are the books 
my older brother did 
not like 

¤ 兄が好きじゃなかった
本です。
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じゃあ、このしゃしんは？�

¤ This is the car that 
Yamada-san did not 
buy. 
¤ これは、⼭山⽥田さんが買わな
かった⾞車車です。

¤ This is the car that I rode 
this morning. 
¤ これは、私がけさ運転した⾞車車
です。 
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これは？�

¤  I checked an old hotel (in 
advance) which I am 
thinking of staying on the 
next trip. 

¤  こんどのりょこうでとまろ
うとおもっているホテルを
しらべておきました。

¤  My father’s friend’s house 
we went during summer 
break when we were 
children 

¤  ⼦子どもの時、夏休みに⾏行行っ
た⽗父の友だちの家です。
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Useful (Abstract) Nouns 

¤ 時間（じかん）ʼ’timeʼ’,  ʻ‘hourʼ’

¤ ところ  　ʻ‘placeʼ’

¤ もの 　ʻ‘(tangible)  thingsʼ’

¤ こと 　ʻ‘(intangible)  thingsʼ’
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Noun Modifiers 

¤ 私がそのえいがを⾒見見た時間は、５
時でした。

¤ ⽥田中さんがりょこうをしたところ
は、アラスカです。

¤ ⼦子どもの時に好きだったものは、
ラーメンです。

¤ いま⾔言ったことを、もう⼀一ど⾔言っ
てください。
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⽇日本語で⾔言ってみましょう。 

¤ The  place  I  made  a  reservation  for  is  a  Japanese  
style  inn  in  Kyoto.
¤ 私が予約（よやく）したところは、京都の旅館です。

¤ My  older  sister  threw  away  the  rings  that  she  
received  from  her  former(前の)  boyfriend.
¤ 姉は、前の彼にもらったゆびわをすてました。

¤ My  mother  did  not  like  the  plan  that  I  made.
¤ ⺟母は、私がたてたけいかくが好きじゃありませんで
した。

¤ The  map  we  checked  probably  is  old  so  the  store  
we  are  looking  for  is  not  listed  (use  出ている）.
¤ 私たちがしらべた地図は、古いのかもしれません。
私たちがさがしている店が出ていません。
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Intention, schedule, plan

¤ Noun Modifier – つもり 　“intention” 
¤ ⽇日本を旅⾏行行するつもりです。 

¤ Noun Modifier – よてい  “schedule” 
¤ 来年年⼤大学をそつぎょうする予定です。 

¤ Noun Modifier – けいかく  “plan” 
¤ 東京のホテルにとまるけいかくをたてま
した。



Intention, schedule, plan

¤ I plan to reserve a Japanese-style inn. 
¤ 旅館をよやくするつもりです。 

¤ I have a schedule to call my lawyer. 
¤ べんごしに電話をかけるよていです。 

¤ We made a plan to give a present to our 
teacher. 
¤ 先⽣生にプレゼントをあげるけいかくを⽴立立てま
した。 


