
⽇本語２３４ ８⽉１9⽇（⽉）

¤〜まで

¤〜⽅（かた）



Talking about the extent: 
〜まで

¤ふくしゅう︓⽇本語で何と⾔いますか︖
¤From 10pm until 5am

¤午後⼗時から、午前５時まで
¤From today until Sunday

¤今⽇から、⽇曜⽇まで
¤From Tokyo as far as Seattle

¤東京から、シアトルまで
¤From Japan as far as China

¤⽇本から中国まで

¤〜まで︓endpoint of duration/location



When an action continues a certain 
time…

９⽉1⽇

Preparation will 
continue until 9/1.

ひっこしするまで、じゅんびをします。

９⽉１⽇にひっこ
します。



Extent by which you carry out 
an action/a state continues:  
Vshort/presentまで, S2

¤わかるまで、何回も本を読んでください。
¤元気になるまで、おせわになってしまいました。
¤When the subject of 〜まで and that of S2 

are different:
The subject of 〜まで → が
The subject of S2→は
¤⾬がやむまで、ここで待ちましょう。
¤先⽣がお帰りになるまで、弟は本を読んでいま
した。



⽇本語で⾔ってみよう。

¤ Until money is saved (たまる）, I cannot live alone.
¤お⾦がたまるまで、⼀⼈ぐらしはできません。

¤ Kazuo-san ate potato chips until all is gone so he 
has a stomach problem.
¤ポテトチップスをなくなるまでたべたから、⼀男さん
はおなかをこわしてしまいました。

¤ By the time I return, please tidy up the room.
¤私がもどってくるまでに、部屋をかたづけておいて下
さい。

¤ (to your friend)Until we see again, please take care 
of yourself.
¤また会うまで、元気でね。



Describing how to do things

¤Vます⽅(かた）

¤Vます⽅ = Noun

¤What if the verb 
has the object? 
Other phrase 
like 〜に、〜で、
〜から、〜ま
で???

¤The way to walk
¤歩き⽅

¤The way to speak
¤話し⽅

¤The way to laugh
¤わらい⽅

¤The way to sing
¤歌い⽅



Remember how to form a noun 
phrase with the other phrases?

¤A book about Japan
¤⽇本の本 （⽇本についての本）

¤A book in Japanese
¤⽇本語の本 （⽇本語で書かれた本）

¤A book from Japan
¤⽇本からの本

¤A plane ticket to Japan from Seattle
¤シアトルからの⽇本へのひこうきのきっぷ



Describing how to do things

¤Vます⽅
¤Particles が／を

¤→ の
¤⽇本語を話す
¤⽇本語の話し⽅

¤⽥中さんが⾛る
¤⽥中さんの⾛り⽅

¤かばんをもつ
¤かばんのもち⽅



Describing how to do things

¤Vます⽅

¤Other particles 
¤に → へ＋の

¤⽇本に⾏く
¤⽇本への⾏き⽅

¤で、から、まで＋の
¤⽇本で作る
¤⽇本での作り⽅
¤駅から帰る
¤駅からの帰り⽅



Vます⽅

¤漢字を書く

¤すしを作る
¤メリーさんが話す
¤家にもどる
¤⽇本から帰る
¤⽇本で⼦どもをそ
だてる

¤漢字の書き⽅

¤すしの作り⽅

¤メリーさんの話し⽅

¤家へのもどり⽅

¤⽇本からの帰り⽅
¤⽇本での⼦どものそ
だて⽅



〜⽅

¤Obj.をXする／Obj.のXをする
¤けいざい学を勉強する
¤けいざい学の勉強をする
¤部屋をそうじする
¤部屋のそうじをする

¤NounのNounのし⽅
¤けいざい学の勉強のしかた
¤部屋のそうじのしかた



how to V

¤たけしさんが歩く
¤たけしさんの歩き⽅

¤この漢字を読む
¤この漢字の読み⽅

¤ここから駅まで⾏く
¤ここからの駅までの⾏き⽅

¤⽇本で英語を教える
¤⽇本での英語の教え⽅

¤友だちと話す
¤友だちとの話し⽅



⽇本語で⾔ってみよう
¤ Let’s ask Yamada-sensei how to read this Kanji.

¤⼭⽥先⽣にこの漢字の読み⽅を聞いてみよう。
¤ I did not remember how to go to Yamada-

sensei’s house from the station.
¤駅からの⼭⽥先⽣の家への⾏き⽅をおぼえてい
ません。

¤Mary-san did not know how to use a computer.
¤メリーさんは、コンピューターの使い⽅を知り
ません。

¤ Is there any good method of memorizing 
Kanji?
¤漢字のいいおぼえ⽅がありますか︖



⽇本語でなんて⾔いますか︖

¤ I did not know how to place an order at this 
restaurant so I had Mary-san teach me.
¤このレストランでの注⽂のし⽅がわからなかった
ので、メリーさんに教えてもらいました。

¤Do you know how to get home from here?
¤ここからの家への帰り⽅がわかりますか︖

¤ The way of finding a job in Japan is different 
from that of America.
¤⽇本でのしゅうしょくのしかたは、アメリカ(の)
と違います。
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