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¡ カジュアル・フライデー 

¡ Expressing 2 actions simultaneously 
taking place with 〜～間（あいだ） 

¡ Causing a change of status:  
Adjective く+する 



カジュアルフォーム
¡ Use short form 
¡ しましょう 　⇒ 　しよう 
¡ いきます  ⇒ 　いく 

¡ Omit particles 　は、が、を, sometimes に 
¡ わたし 　ほめられちゃった。 
¡ もう、この本 　読んである。 
¡ あ〜～あ、⽇日本 　⾏行行っちゃった。 

¡ 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 



カジュアルフォーム
¡ Question:  simply by intonation or add 
の 
¡ このケーキ、⾷食べられちゃった？ 
¡ このケーキ、⾷食べられちゃったの？ 
¡ Do not use か 

¡ Sentence Final Particles ね、よ 
¡ ね:  seeking confirmation 
¡ よ:  marking a new information to 

the hearer 
 



〜～てある
オンラインで、お⾦金金をはらってくれる？ 

クレジットカードが、キー
ボードの上に出してありま
すから。

Credit card is on the keyboard (and is ready to use). 



〜～てある
今⽇日茶茶道(さどう)の教室に⾏行行くから、、、 

着物が着てあるから、だい
じょうぶ。

I put on Kimono (so I am ready). 



〜～てある
今⽇日は、ピクニック、、、 

べんとうが作ってあるから、
だいじょうぶ。

I made bento (so I am ready). 



旅⾏行行をするつもりです。
計画がたててありますか。

How ready are you?

ガイドブックが買ってありますか。
地図がしらべてありますか。
ホテルの予約がしてありますか。

ひこうきのきっぷが買っ
てありますか。
パスポートがとってあります
か。

ヤベー、パ
スポート忘
れてた！ 銀⾏行行で、お⾦金金がひきだして

ありますか。



Simultaneous actions 〜～間
（あいだ）
¡ Remember 〜～ながら 
¡ 2 actions occurring simultaneously 
¡ One individual is doing two actions.



〜～ながら：この⼈人達は、
何をしていますか？

コーヒーを飲みながら、メールを読んでいます。
おんがくを聞きながら、ジョギングをしています。

うみを⾒見見ながら、ばんごはんを⾷食べています。
歩きながら、パソ
コンをしています。



What if 2 people are doing 
things simultaneously

ようこさんは歌を歌います。かずおさんはギターをひきます。

かずおさんはギターをひいて／ひき、ようこさんは歌を歌います。

two actions are collaborating each other.

⇒ て-form, or ます-form minus ます



What if 2 people are doing 
things simultaneously

ようこさんは歌を歌っています。

ようこさんが歌を歌っている間、かずおさんは
ねています。

two actions are not collaborating each other.

かずおさんは寝ています。

〜～間（あいだ）



〜～間（あいだ）
¡ Can be used even if one person does two 

actions: 
¡ 本を読んでいる間、テレビはつけてありません。 
¡ ⽇日本に⾏行行っている間、メールをたくさんもらいまし
た。 

¡ Use 〜～ている in the present tense before 間 
¡ 料料理理をしている間、 　（×料料理理をしていた間） 
¡ 出かけている間 　（×でかけていた間） 

¡ If negative, simply use ない  before 間 
¡ 家にいない間 
¡ 私が使わない間 

¡ Two actions are/were simultaneously ongoing 



〜～間に
¡ When the second action occurs at one point 

in time, eg. 
¡ 友達が来る 
¡ 電気がきえる 
¡ ドアが開く 
¡ 電話がなる 

¡ 〜～間に 
¡ 出かけている間に、友達が来たみたいです。 
¡ 家にいない間に、電気がきえたみたいです。 

¡ Also a noun which means an action can be 
used (e.g. るす、レクチャー、コンサート）   
¡ コンサートの間は、ケータイがきってあります。 
¡ るすの間に、何回も友達が来てくれたみたいです。 



⽇日本語で⾔言ってみましょう。
¡ While John-san was preparing for dinner, Mary-san was taking a 

nap. 
¡ ジョンさんが晩ごはんをじゅんびしている間、メア
リーさんは、昼ねをしていました。 

¡ While Mary-san was baking cookies, I made dinner in advance. 
¡ メアリーさんが、クッキーをやいている間に、私は
晩ごはんを作っておきました。 

¡ While we were not home, our house was robbed by a thief(どろ
ぼうが⼊入る）. 

¡ 家をるすにしている間に、どろぼうに⼊入られました。 

¡ While my boss was not in the office, my colleagues were talking 
on the phone all the time without working. 

¡ 部⻑⾧長がオフィスにいない間、どうりょうは仕事
をしないでずっと電話で話していました。



Describe a change in state

れいぞうこに⼊入れて、つめたくしました。

この飲み物、
つめたくな
いなあ、、、

ちょっと、
れいぞう
こに⼊入れ
てみよう

ヤッター、つめた
くて、おいしー



“Change so that it will become 
…”(causing a change in state

¡ いAdj.: 
¡ 〜～い 　⇒ 　〜～くする 
¡ いい 　⇒ 　よくする 

¡ なAdj: 
¡ 〜～な 　⇒ 　〜～にする 



⽇日本語で何と⾔言ったらいいで
しょう？？
¡ Please don’t ignore me （treat someone 

unaffectionately ＝つめたくする） 

あなたのか
おも⾒見見たく
ないわ。

おい、そん
なにつめた
くするなよ。
オレが悪
かったよ。
本当にごめ

ん。



⽇日本語で⾔言ってみましょう
¡  Please be quite (= change so that it will be quite.) 

¡ 静かにしてください。 
¡  Let’s warm it up and eat (= let’s change so it will be warm and 

eat it.) 

¡ あたたかくして、⾷食べましょう。 
¡  Since my friends will come so let’s clean the room (=let’s change 

so that the room will be clean). 

¡ 友達が来るから、部屋をきれいにしましょう。 
¡  This story is not interesting so let’s make it more interesting. 

¡ この話、あまりおもしろくないから、もっとおも
しろくしましょう。 

¡  Please don’t ignore me （treat someone unaffectionately ＝つめ
たくする） 

¡ つめたくしないでよ！ 



Indirect Passive
さとう たろうよしこ

いしい

やました

ほんだ

としお

やくざ


