
⽇日本語２１１  9⽉月27⽇日(⽊木曜⽇日）

Potential Forms  
Adding information to a statement/
explaining circumstances with 〜～し



新しいかんじ
¤ 悪い 
¤ 体 
¤ 空 
¤ 港 
¤ 空港 
¤ 着く 
¤ 着る 
¤ 同じ 
¤ 海 
¤ 昼 

¤ わる（い） 
¤ からだ、（たい） 
¤ くう、（そら） 
¤ こう、（みなと） 
¤ くうこう 
¤ つ（く） 
¤ き（る） 
¤ おな（じ） 
¤ うみ、（かい） 
¤ ひる、（ちゅう） 

体に悪い⾷食べ物は、
⾷食べません。

明⽇日は何時に空港
に着くつもりです
か。

明⽇日も昼ご飯に同
じ料料理理を⾷食べるん
ですか？

海に⾏行行ったけど、特に何もしませんでした。



Potential Forms 

¤ “can”, “be able to” 

¤ All the potential form conjugates as る-
verb. 

¤ Take ない-form minus ない, add られる 

¤ Irregular Verbs 
¤ する   できる 
¤ 来る(くる)  来られる(こられる） 

¤ る-verbs(simply, drop る, add られる） 
¤ たべる   たべられる 
¤ みる   みられる 
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Potential Forms: う-verbs 

¤ う-verbs:  drop [u], add [e]る 
¤ 行く      
¤ 飲む     
¤ かう     
¤ かえる     
¤ 読む     
¤ あそぶ     

¤ ⾏行行ける 
¤ 飲める 

¤ かえる 
¤ よめる 

¤ あそべる
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Potential Forms: 
¤ Object  を 　→

¤ かんじをかく 
¤ かんじが書ける 
¤ かんじを書ける 

¤ フランス語を話す  
¤ フランス語が話せる 
¤ フランス語を話せる 

¤ “optional” but … 
¤ With できる, do NOT use を   
¤ 何語ができますか？ 
 
�
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Object が

何語をできますか？ 



Potential Forms: 

¤ 「ら」ぬきことば 　 　“ra-‐‑‒deletion” 　(for  る-‐‑‒
verbs)
¤ 来られる 来れる
¤ ⾷食べられる ⾷食べれる
¤ ⾒見見られる ⾒見見れる
¤ 着られる 着れる

¤ *「れ」たすことば    “re-‐‑‒epenthesis”  (for  う-‐‑‒
verbs)
¤ 読める  　 　 　 　読めれる
¤ 書ける  　 　 　 　書けれる
¤ ⾏行行ける  　 　 　 　⾏行行けれる
�
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 　I can … 

¤ およげます。 

oyog-u > e-ru 
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I can … 

¤ バスケットボールができます。 

 

 

 する > できる�
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I can … 

¤ すしがたべられます
／たべれます。 

tabe-ru > rare (or re)- 
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I can … 

¤ ちゅうかりょうりがつくれま
す。 

 “I can cook Chinese 
cuisine.” 

 

  

 tsukur-u  >  -e- 
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I can … 

¤ じてんしゃにのれます。 

  

 

  のる > のれる 

  nor-u  >  -e- 
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I can … 

うたがうたえます。 

  

  

 uta-u  >  -e- 
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I can … 

バイオリンがひけます。 

  

  

 hik-u  >  -e- 

13 

バイオリンをひく



I can … 

フルートがふけます。 

  

  

 huk-u  >  -e- 
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フルートをふく



I can … 

でんしゃでねられます／ね
れます。 

  

  

 ne-ru  >  -rare (or –re) - 
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I can … 

こうえんであそべます。 

  

  

 asob-u  >  -e- 
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I can … 

たばこがすえます。 

  

  

��su-u  >  -e- 
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I can … 

えがかけます。 

  

  

��kak-u  >  -e- 
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I can … 

きものがきられます／きれま
す。 

  

  

��ki-ru  >  -rare (or –re)- 
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Expressing an additional 
information : ～し～ 

きょうは、でかけなくちゃいけないんだけど、、、 

⾬雨がふっています。寒いです。

寒いし、⾬雨がふっているし、、、今日は出か
けたくないなあ、、、 



Expressing an additional 
information: ～し～ 

¤ V／いadj.plainし 
¤ なadj.／nounだ／だったし 
¤ Additional information: 
With Nouns:  山田さんがいました。田中さん
もいましたよ。 

With predicate:きのうはとても忙しかったで
すよ。しけんもあったし。 

¤ 〜し、〜し、 
¤ お金はないし、しごともないし、どうしよう
か？？？ 



〜～し：  conveys reasons

¤ 先⽣生がきびしいです。それから、⽂文法がむずか
しい。ですから。⽇日本語のじゅぎょう明⽇日は⾏行行
きません。 

¤ ⽇日本語のじゅぎょう明⽇日は⾏行行きません。 

先⽣生はきびしいし、⽂文法もむずかしいし。 

¤ やくそくをまもりません。それから仕事もしま
せん。ですから、⼭山⽥田さんにはお⾦金金をかしたく
ありません。 

¤ ⼭山⽥田さんは、やくそくをまもらないし、仕事も
しないし、⼭山⽥田さんにはお⾦金金をかしたくありま
せん。 


