O レベル試験
Grammar Notes
ます形・です形
食べます
書きます
します
聞きます
学生です
基本体
Present- Posi0ve, Present- Nega0ve, Past- Posi0ve, Past- Nega0ve
動詞: 書く 書かない 書いた 書かなかった
い形容詞: 寒い 寒くない 寒かった 寒くなかった
な形容詞： 便利だ 便利ではない 便利だった 便利ではなかった
名詞： 学生だ 学生ではない 学生だった 学生ではなかった

Sec$on 1 (Secondary 1 Grammar)
第一課：テストは九時十分からです
１．～から～までです
第二課：これは誰のテープですか
1. 何
何ですか。
教科書です。
２．～です
～ではありません
教科書ですか。
はい、教科書です。
いいえ、教科書ではありません。メートです。
３．～の
誰の教科書ですか。
私のです。
４．これ、それ、あれ
５．も
私は学生です。田中さんも学生です。
第三課：この大きい猫は誰のですか
1. い形容詞＋Ｎ
その大きい猫は私のです。
２．この、その、あの
３．どれ
第四課：広いですか
1. Aﬃrma0ve and Nega0ve Form of い形容詞
広いです
広くありません
2. Aﬃrma0ve and Nega0ve Form of な形容詞
静かです
静かではありません

3. な形容詞＋Ｎ
きれいな傘です
静かな部屋です
第五課：冷蔵庫の中にビールとお刺身があります
１．～があります
～がいます
～に～があります
～に～がいます
～の～に～があります
～の～に～がいます
２．～や～など
机の上に本や鉛筆などがあります。
３．～に何がいますか
～に誰がいますか
４．～はどこにありますか
～はどこにいますか
～はどこですか
第七課：財布を落としました
1. Ｖました
Ｖませんでした
2. それから
朝、掃除しました。それから、友達のうちへ行きました。
日曜日に図書館へ行きました。それから、テニスをしました。
３．～だけ
～しか～ない
４．大きくてきれい
静かで広い
５．～じゃありませんか
第八課：天気はどうですか
１．～が
私の部屋は広いですが、古いです。
3. は (indica0ng contrast)
国の新聞は読みますが、日本の新聞は読みません。
天婦羅は好きですが、おすしは好きではありません。
前はよく料理をしましたが、今はあまりしません。
海へはよく行きますが、山へは行きません。
国では運動をしますが、日本ではぜんぜんしません。
日曜日にはセンターへ来ますが、火曜日には来ません。
４．～て
私の部屋は広くて、きれいです。
ホテルはきれいで、安かったです。
4. も
にも、へも、でも

第九課：使い方を教えてください
１．～てください
～てもいいですか
～なくてはいけません
～させていただきたいんですが
～てくれる
～てくださる
２．～ましょうか
～ましょう
～ませんか
３．～てはいけません
～ないでください
4. まで
までに
５．～方
６．～て
まず、テ一プを入れて、ふたをします。それから、ボタンを押します。
７．時の言い方
第十課：団体旅行
１．
(a) バス/電車 で 行く/来る/帰る
(b) Vehicle に乗る
(c) Vehicle A からVehicle B に乗り換える
オーチャ一ドで電車からバスに乗り換えました。
(d) 所に着く
いつも二時にセンターに着きました
(e) 所に入る
教室に入ってください
(f) Vehicle を降りる
ブンレイでバスを降りました。
(g) 所を出る
朝、六時に家を出ます。
(h) 所Ａから所ＢまでDura0on かかります
うちから学校まで２０分かかります。
２．～ています
5.

で

私は１６歳です。学生です。
私は１６歳で、学生です。

第十一課：自己紹介
1. 家族の呼び方
父 母 兄 妹
お父さん お母さん お兄さん
兄弟に呼び方
一番目の兄
二番目の兄
三番目の兄
一番下の妹
２．～ています
私は横浜に住んでいます。
兄は貿易会社に勤めています。

妹さん

３、～てから
宿題をしてから、テレビを見ます。
４．(科目)の勉強をします
建築の勉強をします
建築を勉強します
５．所へ～に行く/来る
日曜日に友達のうちへ遊びに行きました。
６．に(indica0ng direc0on to an event or direc0on)
ピアノのコンサートに行きます。
７．～のが
～こと
～もの
テニスするのが好きです。
本を読むのが好きです。
８．～と
明日は友達と映画を見ます。
私は一人でご飯を食べます。
私は姉と一緒に学校へ行きます。
９．～たいです
～たくありません
～なりたいです
～しようと思っています
～つもり
～が欲しいです
～が欲しがっています
～たがっています
建築の勉強をしたいです。
今、何でも食べたくありません。
田中：将来、私は医師になりたいです。

友子：田中さんは将来医者になりたがっています。
将来、日本の大学で勉強しようと思っているから、日本語を勉強します。
夏休みは忙しいから、旅行しないつもりです。
１０．もう
まだ
もう決めました
まだ決めていません
もう痛いんですあ
まだ痛くありません

Sec$on 2 (Secondary 2 Grammar)

第十二課 (料理教室)
- たまねぎ、牛肉、醤油、砂糖、野菜、油、温かいご飯、刺身、天婦羅、なべ
魚、味噌、だし （炒める、煮る、のせる、入れる、切る、止める）
温かいご飯の上に牛肉をのせます
たまねぎを切ります
牛肉とたまねぎを炒めます
火を止めます
なべに油を入れます
-

日本では七月ごろから、暑くなります (気温がだんだん高くなります)
＋ 将来医者になりたいです
砂糖を入れると、甘くなります
たくさん食べる･あまり食べないと、太ります・やせます。
田中さん、字が小さすぎます！もっく大きく書いてください！
ご飯は、はしで食べたほうがいい
この机は木で作りました。

第十三課：留学生の生活意識
１．どうして・なぜ からです
２．やすい・にくい (読みやすい・わかりにくい)
例文：理科の先生はたくさん写真を使うから、授業はわかりやすいです。
３．の
例文：私はマリさんの手紙を読みました。
私はマリさんからの手紙を読みました。
すみません、新宿駅までの切符はいくらですか。
すみません、銀座への行き方を教えてください。
日本での生活は面白いです。
４．Noun Modiﬁer
日本語の本、先生の本、新しいかばん、静かな所
例文：アルさんはテニスをしている人です。
明日使う物を持って来てください。
語学センターは中学生が外国語を勉強する所です。
５．～時
手紙を書くとき
私は中学四年生の時
私は天気は暑い時
便利な時

テストの時、きれいに書いてください。
問題がある時、先生に聞きましょう。
寂しい時は、友達に電話します。
暇な時、うちでゆっくリ好きな本を読みます。
６．～し～し
父の仕事は給料は安いし、忙しいし、大変です。
このアバートはきれいだし、安いし、いいです。
７．～と思います
どう思いますか 答え：、、、と思います
そう思います
そう思いません

四 ：マリさんの日記
１．～たり～たりする
～ながら
私は友達とよく映画を見たり、買い物に行ったりします。
私は夏休みにテニスをしたり、泳いだりしました。
2. ～ので（学生なので・きれいだので）
去年、私は日本へ行きました。日光では紅葉がきれいだったので、たくさん
写真を撮りました。
道がわからなかったので、交番で聞きました。
この町は観光地ではないので、ホテルが少ないです。
Ａ：どうして東京はいい所だと思いますか。
Ｂ：東京はたくさん本屋があるし、ラストランも多いし、何でも食べられま
すから、とても便利からです。
五 ：どちらのほうが近いですか
１．～と～とどちらのほうが～ですか
～のほうが（～より）ずっと・ちょっと～です
田中さん：山本さんは紹介してくれた店の魚料理と肉料理とどちらのほうが
おいしいですか。
友子さん：私は山本さんと一緒に行ったことがありますよ。魚料理のほうが
肉料理よりずっとおいしいです。魚肉はとても柔らかいからです。
2. どちらも同じぐらいです・だいたい同じです
東京の渋谷と新宿とどちらのほうがにぎやかですか。
どちらも同じぐらいです。
3. ＡもＢも
ＡとＢが

(implies judgment)
(lis0ng of items)

４１０番のバスと５３番のバスが語学センターの前を通ります。
４１０番のバスも５３番のバスも語学センターの前を通ります。
(hence it is convenient)

語学センターには本屋も図書館もあるから、便利です。
土曜日にも日曜日にも仕事をするから、大変です。
会社でもうちでもコンピューターを使います。
4. ～すぎます
小さすぎます・食べすぎます･静かすぎます
あの人まじめすぎて、あまりおもしろくありません。
昨日、テニスの練習をしすぎました。足が痛いです。
５．
AとB とCの中で、いつ/誰/どこ/どれ が 一番（おいしい）ですか
～の中で、どこ/誰/いつ/何 が一番人口が多いですか
りんごとみかんといちごの中で、どれが一番好きですか。
果物の中で、何が一番好きですか。
東京と大阪と名古屋の中で、どこが一番人口が多いですか
日本の都市の中で、どこが一番人口が多いですか。
６．～は～が
田中さんは髪が長いです。
この絵は色がきれいです。
７．～は～より (comparing two items)
日本の今、夏です。今年の夏は去年のより暑いです
京子さんはワンさんより背が高いです。
8.

ＡはＸの中で一番～

１０．～ましょう
～ませんか
六

：病院

～ないでください(Please do not) ・ではいけません (when sta0ng rule or taboo
etc)
２．まだ+ Posi$ve (s$ll)
もう+Nega$ve (no longer)
A: まだ痛いんですか。
B: いいえ、もう痛くありません。
も+ posi$ve (past): already
まだ+ nega$ve: not yet
A: もうご飯を食べましたか。
B: いいえ、まだ食べていません。
３．～かもしれません

雨が降るかもしれないので、傘を持って行きましょう。
日本は寒いかもしれないから、セーターを持って行きます。
言葉がわからないかもしれないので、電子辞書を持って行きます。
４．～ないでください
～でください
～なさい
～てはいけません
ここにゴミを捨てないでください。
危険なので、窓から手や顔を出さないでください。
５．～まで (un0l)
～までに (by or before)
日本語の授業は二時半から四時半までです。学校からうちまで三十分かかり
ます。
６．～前に
～後で
二年前に
テストの前に
寝る前に
寝る前に歯
７．～こと Nominalizer
～もの
A: 授業はわかりますか。
B: 先生が話すことは、大体わかります。
日本の旅行で一番楽しかったことは何ですか。
渋谷で買い物をすることです。
日本でしたいことはたくさんがあります。

七 ：天気予報
天気予報の言葉
晴れ 曇り 気温 最高
晴れのち曇り

最低

春

夏

秋

冬

蒸し暑い

涼しい

１．～でしょう (expressing probability or conjecture)
明日は雨でしょう
あさっては涼しくなるでしょう。
あさっては雪は降らないでしょう。
２．～ませんか (ask listener where he/she intends to perform an ac0on which
speaker men0oned)
A: 映画を見に行きませんか
B: すみません。アルバイトがあるんです。

答え：
はい・ええ、Vましょう
いいですね、Vましょう
すみません、～はちょっと
すみんません。私は都合が悪いから。～(理由を言う)
～ましょうか (indicate speaker’s inten0ons only, less polite)
３．～んですが、
(request, invita0on or asking for informa0on)
明日、武さんと買い物に行くんですが、一緒に行きませんか。(Invita0on)
新しいＶＣＤを買ったんですが、一緒に見ませんか。(Invita0on)
友達にメールを送りたいんですが、このコンピューターを使ってもいいです
か。(request)
切手を買いたいんですか、近くに郵便局がありますか。(asking for informa0on)
４．たぶん。。。だろうと思います (I think that…probably)
先生は教室にたぶんいないだろうと思います。
たぶん田中さんのかばんだろうと思います。
５．。。。と言っていました
田中さんはバスの中で少し暑かったと言っていました。
６．～そうです (I heard that..)
田中さんのお母さんは医者だそうです。
山田さんの手紙によると、今年の日本の夏はとても暑いです。
７．について、にとって、によると
第十八課：朝食と健康
１．～ながら
夜中にお菓子を食べながら、テレビを見たり、音楽を聞いたりします。
～なら
お刺身は食べられませんが、焼き魚なら食べられます。
２．大きくなる・静かになる（adj
夏になると、東京の気温がだんだん高くなります。
携帯電話のおかげて、いつでもどこでも、電話をかれられるようになりま
した。
３．Vてくる・きた (増える・減る) (Begin to…, has been….)
V ていく＋でしょう (con0nue to, from now into the future+ speaker’s predic0on
or assump0on)
最近、朝ご飯を食べない人は増えてきた。
私はもう三か月日本にいるので、だんだん慣れてきました。
山田：タンさん、日本語の勉強はどうですか。
タン：だんだん難しくなってきました。
シンガポ一ルへ留学する学生がこれからも増えていくでしょう。

4. Rela0ve Clause *to modify the noun
(compare)
日本語を勉強する学生
日本語を勉強している学生
日本語を勉強した学生
昨年、日本へ来た外国人は約３百八十万人だった。
今朝朝ご飯を食べなかった人は早く寝て、明日から朝ご飯をしっかり食べよ
う。
5. のは (nominalizing)
煙草を吸うのは体に悪いです。
友達と一緒に歌を歌うのは楽しいです。
お祖父さん生まれたのは日本

Sec$on 3 (Secondary 3 Grammar)
第十九課: 迷子
- Direc0ons
1. ～てしまう
数学の試験で零点を取ってしまいました。
２．～てみる
～てみてもいい
～てみてください
～てみたい
例：
初めてお箸を使って、食べてみました。
３．～間
～間に
夏休みの間、ずっと北海道にいました。
お母さんは試着している間に、子供がいなくなってしまいました。
４．～はず
友子さんはいつも禁煙席に座るから、煙草を吸わないはずです。
良子さんがよく力ラーケに行くから、歌を歌うのが好きなはすです。
５．知ってる・知ります・知りません
６．～と
まっすぐ行くと、右側にありますよ。
７．～している
アルンさんはめがねをかけていますが、リサさんはめがねをかけません。
二十
: もう進路を決めましたか
1. 意志形＋と思ってる (plans intentions)

１

書こう
待とう
話そう
会おう

２

開けよう
寝よう
見よう
いよう

３

来よう
しよう

書く
待つ
話す
会う
開ける
寝る
見る
いる
来る
する

日本へ行く前に、もっと漢字を覚えようと思っています。
授業で使う資料のコピーは山本さんに頼もうと思っています。
2. （辞書形/ない形）＋ つもり
Ａ：夏休みに旅行をしますか。
Ｂ：いいえ、しないつもりです。
3. なくてはいけません・てはいけません・てもいい・なくてもいい
学生は学校の規則を守らなくてはいけません。
テストの時、話してはいけません。
この本は図書館があるので、買わなくてもいいですよ。
お母さん、叔父さんをくれたお菓子を食べてもいいですか。
３．た・ないほうがいいです
母：寝坊するから、遅刻しそうになる、朝ご飯を食べないほうがいいですよ。
4.

という (called) （例えば：田中さん、私の彼女はサイボーグという映画
を見たこどがある？）

5.

+

る/

っている/

る

ここが私たちの席かどうか確かめましょう。
このツアーに参加するかどうか、明日までに決めてください。
６．いつ、誰、どこ、いくら、どんな ～か、知りません、分かりません
誰がこの本を書いたか、わかりません。
７．から
二十一

・からです・ので

（N-adjとnoun + な）

: 訪問

１．ないで （本を見ないで、答えを書きください）
２．たほうがいいです （田中さんは頭が痛いんですが、早いうちへ帰った
ほうがいいです）
なくてもいいです、なくてはいけません、てはいけません、てもいいです

お待ちください
３．
二十二 ：アルバイト
１．～たことがある
～たことがありません
～V dict ことがある
2.

可能形
グループ１
働く
話す

働ける
話せる

グループ２
覚える
起きる

覚えられる
起きられる

グループ３
する
来る

できる
来られる

～ことができる
携帯電話おかげて、いつでもどこでも、インタネトを使うことができます。
中国語が話せますが、フランス語は話せません。
3. Nなら
お刺身は食べられませんが、焼き魚なら食べられます。
4.

～Verbば
～Adjば
このかばんは高くなければ、買いますよ。
教務で手続きをすれば、使えますよ。
携帯電話おかげて、いつでもどこでも、インタネトを使うことができます。
5. どのくらい (to what extent0 how o^en/ how well/ how much)
Ａ：どのぐらい泳げますか。
Ｂ：全然泳げないんです。
６．～ことができま
（規則）
～ことはできません
学生はＬＬ教室を自由に使うことができます。
日本のデバートでドルを使うことはできません。
三 : ワンさんへのプレゼント
１．～そうです
おいしそうです、おいしくなさそう
便利そうです、便利ではなさそうです・便利じゃなさそうです
降りそうです
Compare with 可能形＋そうです
読めそうです 読めそうにありません

例：
そのケーキはとてもおいしそうですね。
その本は漢字が少ないから、私にも読めそうです。
Ａ：元気ではなさそうですね。
Ｂ：ええ、ちょっと疲れているんです。
（テニスの練習の後、空を見上げて）
雨が降りそうだから、早くホールを片付けましょう。
２．～が欲しいです
私は今新しい自転車が欲しいです。
３．～を欲しがっています
例文：
アルさん：新しい自転車が欲しいです
（マリさんと田中さんの会話）
マリさん：アルさんは新しい自転車を欲しがっています。買いましょうか
４．～を～たがっています
例文：私は建築の勉強をしたいです。
田中さんは日本の有名な私立大学で、建築を勉強したがっています。
５．何か。。。物/こと
どこか。。。ところ
誰か。。。人
いつか。。。時
日曜日にどこか行きたい所がありますか。
誰か会いたい人がいますか。
６．そんな/あんな/あんな (like this/ like that: near the listener/ like that: far
from both listener and speaker)
あんなお菓子を作ってみたいと思っていたんです。
その絵、きれいですね。私もそんなのをかいたいです。
第二十四課: 贈り物
1. Ｖ＋なる (変化を表す)
日本の物価が高くなるから、日本は住みにくい国だと思います。
夜になると、静かになりました。
動詞＋ようになる *change in ability/ change in habit
例：飲むようになる
(a) Change in ability
可能形＋ようになる
衛星放送を始まって、世界のニュースがいつでも見られるようになりまし
た。
楽器が弾けなくても、コンピューターを使って作曲をしたり、演奏をしたり
できるようになりました。

(b) Change in state
辞書形＋ようになる
母が病気になってから、弟は洗濯や掃除を手伝うようになりました。
(c) To become unable/ to stop
飲まない （飲まなくない）
日本に住んでいたころに、日本語が話せますが、シンガポールに帰って、全
然日本語を使わないので、だんだん話せなくなりました。
父は健康のために、最近煙草を吸わなくなりました。
父は健康のために、最近煙草を吸うまい。
五 と第二十八課と第二十九課
１．～けど （会話する時を使います）PF
行きたいけど、明日はアルバイトがあるから、すみませんね。
2. あげる、くれる(私・私の家族･in group)、もらう の使い方
（連れて行く、送る、案内するを使った時、Receiver後のParticleはを使い
ます）
A) くれる・くださる(honoriﬁc form) ・てくださる
いどう
だれ
だれが
〜する
ものの移動
に
上位者・親しくない人が

→→→→

同位者が

→→→→

下位者・親しい友だちが

→→→→

くださる
私に

くれる
くれる

例文：
隣のおばさんは私の子供によく甘いものをくれます。
叔父さんが私に九州のお土産を買ってくださいました。
遠藤先生が私にばらの花をくださいました。(Senior -> junior (in grp))
先生の奥様が弟を空港まで送ってくださいました。
母の日に妹は母に花をあげました。
A:今、私は新しい自転車が欲しいです。
B（Aさんの友達）：Aさんは新しい自転車を欲しがっています。
～学校で弁当を食べる時～
B: Aさん、お父さんは新しい自転車をくれました。
A: 本当ですか。よかった。
母は私に手紙を書いてくれました。
木村さんは妹にケーキを作ってくれました。
私は父の靴さを磨いてくれました。

B) あげる・さしあげる (humble form of あげる）
だれが

私が／Ａが

いどう

だれに

〜する

→→→→

上位者・親しくない人に

さしあげる

→→→→

同位者に

あげる

→→→→

下位者・親しい友だちに

やる

ものの移動

例文：
木村さんは田中さんにプレゼントをあげました。
私は木村さんに本を貸してあげました。
私はおばあさんの荷物を持ってあげました。
武さんは京子さんを家まで送ってあげました。
お医者様にお礼をさしあげたほうがいいでしょうか。
私は横山先生にばらの花をさしあげようと思っています。

C) もらう
だれが

私が／Ｂが

いどう

だれに

〜する

←←←←

上位者・親しくない人に

いただく

←←←←

同位者に

もらう

←←←←

下位者・親しい友だちに

もらう

ものの移動

私は武さんに本を貸してもらいました。（武さんは私に本を貸してくれまし
た）
私は横山先生に花を生けていただきました。
3. ～とき
台湾へ行くとき、かばんを買いました。
台湾へ行ったとき、かばんを買いました。
4. ～しか ない
～だけ （ひらがなだけ覚えています）
5. ～たところ (have just)
～ているところ
～動詞ところ
例文: 今、ご飯を食べたところです。
京子さん、いる？
あら、今帰ったところよ。
6. ～ようにしています （make it a point to; put in eﬀort to do sth
いろいろな人に日本語を話すようにしています。

甘い物をあまり食べないようにしています。
７．あ/こ/そ System
あseries for shared knowledge (..ahhhhh, I know)
そseries is used when either speaker or listener is unfamiliar with what is being
talked about
例一：
Ａ：どこに食事に行きましょうか。
Ｂ：この間行ったところはどうですか。
Ａ：ああ、あそこ、いいですね。
例二：
Ａ：あの問題は困りましたね。
Ｂ：本当に困りましたね。
例三：
Ａ：高島屋というデパートを知ってる。
Ｂ：ううん、そのデパートはどこにあるの。
例四：
Ａ：高島屋というデパートを知ってる。
Ｂ：うん、あのデパートは渋谷駅の隣ですよ。今、大売りセールーがあ
るので、一緒に行かない。
例五：
Ａ： 昨日、大学時代の親しくないケラスメートを会いました。そのケ
ラスメートは今日日本の会社で働いているそうです。
Ｂ：そのケラスメートの会社はどこですか。
六 ：自動的に止まります
１．
自動詞

他動詞

A
（妈妈比较自动，妹妹
比较他动）

閉まる 止まる 決ま
る 始まる 見つかる
変わる
(~aru)

閉める 止める 決め
る 始める 見つける
変える
(~eru)

B

開く
く

開ける 付ける
る 届ける

多自动，ける多他动
（哭是自己爱哭）

付く

C
（有屎的大多为他动—
鸟屎掉在头上）

壊れる 出る
直る・治る

D
れる（他把我害累了）

切れる

続く

届

落ちる
消える

割れる

部屋に入る
部屋を出る
自動詞: Ac0ons performed automa0cally by things

壊す 出す
直す・治す

切る
入れる
出す

割る

続け

落とす
消す

他動詞: Ac0ons performed by someone on somebody/something
自動: Ac0ons performed automa0cally
テープが終わると。自動的に止まります。
(他動詞)
歌が終わったら、テ一ブを止めてください
レコーダーのストップ・ボタンを押して、ふたを開けてください。
２．～ても
押す 押しても
押さない 押さなくても
安い 安くても
好き 好きでも
日曜日 日曜日でも
例文：
甘いものが好きでもたくさん食べないほうがいいですよ。
もう服はたくさん持っているから、安くても買いません。
ボタンを押しても切符が出ない時は、駅員に連絡してください。
再生の時は、テープが終わると、停止ボタンを押さなくてもテープが自動的
に止まります。
３．～（の）ではなく
お菓子ではなくて
便利ではなくて
涼しいのではなくて
引っぱる(pull up)のではなくて
例文:
子供：おじさんかくれたお中元，開けて食べてもいい？
母：ぞれはお菓子じゃなくて、せっけん(soap)です。
3.

Ｖ基本体＋ことがある （時々、可能性の意味を表す）
Ｖた形＋ことがある
例文:
弟はいつもうちで晩ご飯を食べますが、時々外で食事することがあります。
私は朝忙しくて、朝ご飯を食べないことがある。
ガラスのコップに急に熱い物を入れると、割れることがあります。

七 ：引っ越し
1. 自動詞＋ている (to express state/condi0on as a consequence of an ac0on)
他動詞＋てある (state of result which someone did for some purpose)
窓が割れています
窓が閉まっています。(The window is closed)
窓が閉めてあります。(The window has been closed for some purpose)
２．～ておく
A：夏休みに旅行しょうと思っているんです。
B:夏休みに旅行する人が多いから、早く予約しておいたほうがいいですよ。

姉：明日は母の誕生日だから、今日はケ一キを準備しておいたほうがいいで
すよ。
荷物を運ぶ前に家具の位置を決めておくと、便利です。
３．Ｖ可能性・ない形 ＋ように (indicates purpose of aim taken in S2)
Compare with is used for verbs that cannot be controlled by the actor’s will
私はいつも、朝すぐ学校へ行けるように、前の日に授業の準備をしておきま
した。
風が入るように、窓を開けました。
4. ～たまま (in that condi0on)
日本では靴をはいたまま家に上がってはいけません。
5. ～て～ません (cause of eﬀect)
土曜日は都合が悪くて，行けません。
第三十二課：お祭り見物
1. 他動詞＋てある
自動詞＋ている
2. 基本体＋ようです (likelihood of something/ someone and is usually based
on visual informa0on)
Colloquial formみたいです
タンさんのアパート、電気がついていませんよ。
まだ帰っていないようです。
３．～のに (although)
頑張ったのに、テストが悪かったです。
（せっかく）
4. は。。。が
この絵が友子さんが描いた。
5. Japanese Passive II (use of passive with inanimate objects)
このビルは１９８０に建てられました。
４．受身形
G1
降り 降られる
言う 言われる
踏む 踏まれる
刺す 刺される
G2
食べる 食べられる
捨てる 捨てられる
G3
する

される

来る

来られる

先生はリサさんをほめました。
リサさんは先生にほめられました。
リサさんは鈴木さんにカメラを壊させられました。
リサさんは雨に降られて困りました。
５．～たら (to show surprise/ realiza0on)
寮に帰ったら、国からの手紙が来ていました。
第三十二課：工場見学
2.

名詞＋のように
みたいに

妹は人形のようにかわいいです。
リサさんは歌者みたいに上手に歌を歌います。
3.
4.

ているところです
Ｖdict ＋ために
日本へ留学するために日本語を勉強しています。
忘れないようにメートに書いた。(poten0al form)

第三十四課：毎日家の手伝いをさせました
1. ～ばかり＋Vている
石田さんはアイスクリームばかり食べています。
夏休み中遊んでばかりいたので、宿題が全部できませんでした。
２．～なさい (目上の人を使う･命令)
母：野菜を食べなさい
先生：作文を出しなさい
３．使役形
グループ１
行く
洗う
帰る

行かせる
洗わせる
帰らせる

グループ２
食べる
受ける

食べさせる
受けさせる

グループ３
する
来る

させる
来させる

PaHern—Sentence Structure
ＡはＢに＿＿＿を＿＿＿ (他動詞)
ＡはＢを＿＿＿ (自動詞)

例文：
a)
先生：うちで宏君にどんな勉強をさせていますか。
母：本を読ませたり、復習をさせたりしています。
社長：私の会社では、新入社員にまず社員全員の名前を覚えさせます。
b)
お父さんは子供を泳がせます。
日本では、小さい時から子供を塾に通わせる親が多い。
(お皿を洗う)
母は私にお皿を洗わせました。
(掃除をする)
母は私に掃除をさせました。
（廊下に立つ）
先生は私を廊下に立たせました。
４．～させてください
日本へ行ってください。
先生、日本へ行かせてください。
５．～たらどうですか
山崎：長井さんの電話番号、知っていますか。
田中：いいえ。林さんに聞いたらどうですか。
看護婦：アルんさん今日はあまり歩かないほうがいいですよ。
タクシーで帰ったらどうですか。
アルん：でも、電話番号がわからないんです。
看護婦：電話のところに書いてありますよ。
６．Ｖ～て/Ｖ～なくて
遅くなって、すみません
母の病気を治らなくて、心配しました。
第三十五課：お待たせしてすみませんでした
１．～（Ｖ可能形）＋そうです/そうにありません
意味：できると思う/できると思いません
読めそうです
読めそうにありません
例文：
この本は漢字が少ないから、私にも読めそうです。

(電話で）
先生：鈴木さん、明日は学校に来られますか。
鈴木：いいえ、まだ熱があるので、明日は行けそうにありません。
２．（もう）Ｖ－ている (expressing state or condi0on)
講演はもう始まっています。
３．V-dict～ところです (just about to)
Ｖ～たところです (just ﬁnished)
洗濯をするところです。
鈴木：そのはさみ、貸して。
恵子：ごめん、これから使うところなんだ。
４．Ｖ－させていただきたいですが。。。(I hope you could let/allow me to)
今日の講演を録音させていただきたいんですが、、、。
５．疑問詞（程度や回数）＋ても（でも）
疑問詞：いくら、どんなに、何度、何回、何年
何、誰、どこ、いつ、どちら(A and B)、どれ (A and B and C)
例文：
いくら探しても、見つかりませんでした。
いくら覚えても、すぐ忘れてしまいます。
この本は何回読んでも、面白いです。
田中さんは何でも食べます。
Ａ：お金、いつ払いましょうか。
Ｂ：いつでもいいですよ。
携帯電話はとても便利です。いつでもどこでも使うことができます。
６．～てしまう
ケーキを全部食べてしまいました。
７．Ｓ１～ば、Ｓ２：If S1 then S2
読めば
乗れば

読む
乗る

読まない
乗らない
２

見る
入れる

読まなければ
乗らなければ

見れば
入れれば
見ない
入れない

見なければ
入れなければ

３
する
来る
い形容詞
安い
いい

すれば
来れば
しない
来ない

しなければ
来なければ

安ければ
よければ
安くない
よくない

安くなければ
よくなければ

例文：
高ければ買いません。
雨が降らなければ行きます。

第三十六課：先輩にいろいろなことをさせられました
１．使役受身形

グループ１
書く
読む
話す

書かされる
読まされる
話させられる

グループ２
食べる
やめる

食べさせられる
やめさせられる

グループ３
する
来る

させられる
来させられる

Sentence Structure
ＡはB(causer)に＿＿＿＿(使役受身形)＿＿＿＿ (A is forced by B to take ac0on V)
日本語の授業では、私達は先生に漢字をたくさん覚えさせられます。
あのアルバイトの店員は今朝、店長に辞めさせられました。
私はリーさんに一時間も待たされました。
２．～うちに
い形容詞
明るい

明るいうちに
明るくならないうちに

な形容詞
静か

静かなうちに
静かにならない

動詞
降る

降るうちに
降らないうちに

名詞
例文：
私は今日本で勉強しています。日本にいるうちい、いろいろな所に旅行に行
きたいと思っています。
明るいうちに、帰ったほうがいいですよ。
雨が降らないうちに、急いで駅まで行きましょう。
暗くならないうちに、帰りましょう。
(indicate that a certain intended ac0on has been done)

３．～てある

注文してあります。
弟：今日は姉ちゃんの誕生日だよね。ケーキは？
母：もちろん、買ってあるわよ

Sec0on 4 (Secondary 4 Grammar)
四年生
第一課：どんな勉強をしていますか
１．～ば～ほど
食べれば食べるほど
便利になればなるほど
遠くなればなるほど
田舎へ行けば行くほど緑が多くなります
運動不足になればなるほど体力が衰えます
野菜は煮れば煮るほど柔らかくなります
値段が安くなればなるほど買う人が増えます
練習すればするほど上手になります
２．～ず（に）
行く
食べる
来る
する

行かず
食べず
来ずに
せず

久しぶりに母校を訪れたが、時間もなかったので先生にあいさつもせず、帰っ
てきた。
先週の日曜日はどこへも行かず、家でのんびり過ごした。

井の中の蛙、大海を知らず

（ことわざ）

３．～たけではなく
文章を読む時、一時一句訳すだけではなく、全体の意味も考える。
今年の旅行では、有名な場所だけではなく、あまり人が行かない所へも行っ
てみるつもりだ。
４．～そうになった
コンサートの時、くしゃみが出そうになったが、我慢した。
電車の中で居眠りをして、乗り越しそうになったことがある。
５．～たら
ある あったら
安い 安かったら
暇
暇だったら
もしこの宝くじが当たったら、新車を買いたい。
幸子：明日のハイキング、もし天気が悪かったらどうしょう。
一郎：雨だったらやめようよ。
もし私が鳥だったら、自由に空を飛びたい。
もし世界の言葉が同じだったら、もっと自由に国際交流ができるだろう。
もしあの飛行機に乗っていたら、私も死んでいた。
大学時代もっと勉強していたら、こんなに困らなかったのに。
６．～ように (言う、伝える、頼むなどの内容を示す)
先生：吉田さん、小野さんに研究室に来るように言ってください。
吉田：はい、わかりました。
母は、服装や言葉遣い(errand)に注意するように妹に言った。
７．～だけではなく
文章を読む時、一字一句訳すだけではなく、全体の意味も考える。
８．～わけがない
～わけしゃない
お金がいないのに、世界一周旅行などできるわけがない。
映画が大好きな長谷川さんが、この映画を見に行かないわけがない。
９．～のは～もの
人生の出会いというのはおもしろうものだと思います。
人間というのは一人だけでは生きていけないものです。
１０．～など
もちろん英語で手紙など書けるわけがない。
私の実力では、まだ通訳などできない。
１１．～どのぐらい～が (疑問や質問の内容を表す）
お酒を飲みすぎて、何を話したかも何時に帰ったかも覚えていないんです。

第二課：今、よろしいですか？

敬語

名詞
うち
お宅
誰
どなた
お (日本語)
ご （中国語）
動詞
１．
お＋動詞のます形 ＋になる
お帰りなります
２．
れる・られる
ウ～ア （行かれる）
る～られる （食べられる, 来られる）
する～される (説明される)
謙譲語
動詞
お＋する

１.～てもよろしいでしょうか (意味は“てもいいですか”)
学生：今日の放課後、教室を使ってもよろしいでしょうか。
先生：ええ。５時までならいいですよ。
２．～ていただけないでしょうか・ていただけませんか（目上の人やあまり
親しくない人に依頼する）
先生：すみません。この漢字の読み方を教えていただけないでしょうか。
先生：これは （もらう）ですよ。
申し訳ないんですが、ちょっと見ていただけないでしょうか。
３・できたら (if possible)
例文：
学生：すみませんが、この書類の学校の印鑑を押していただきたいんですが。
先生：はい、分かりました。
学生：申し訳ないんですが、急いでいますので、できれば明日までにお願い
したいんですが。
４.ばいい （アドバイスを求める）
どうすればいいでしょうか
何と言えばいいでしょうか
例文：
A: 長い間会わなかった人に会ったら、何と言えばいいでしょうか。
B: （お久しぶりです）って言えばいいんしゃありませんか。
5. かな

（I wonder

６．かえって (on the contrary)
暑い時に水を飲みすぎると、かえって体の調子が悪くなる。
７.みたい・よう (show an example)
お母さんみたいに、いつも怒ってばかりいるのは体によくないよ。
８．何か～こと
誰か～人
何かわからないことがあったら、いつでも聞いてください。
Ａ；誰か翻訳を手伝ってくれる人はいませんか。
Ｂ：私でよければ、喜んでします。
９．～られる
先輩は大学院の試験を受けられるんですか。
１０．～でいい
宅配便の人：宅配便です。印鑑、お願いします。
幸子：あら、見つからないわ。
宅配便の人：サインでけっこうです。
１１．～と
～って
何と言えばいいでしょうか。
そうだねって言ってもいいわよ。

第三課：消えたダイヤ
文法
時の表現
～うちに・までに・まで・間･間に
夏休みの間、ずっと北海道でホームステイーをしていました。
雨が降りそうなので、降らないうちに早く家へ帰ろう。
門限までに帰って来て下さい。
２．～ような気がします
大変なような気がします
学生のようなきがします
暗くてよく見えなかったんですが、犯人は背が高かったような気がします。
３．～ようとする
横断歩道を渡ろうとした時、信号が赤になりました。
４．～はず
6. ちょうと
いろいろ意味があるから、教科書の例文を読みましょう。
7. うちに
8. ～ている
9. ～ていらっしゃいます

第四課：敏子さんの転職
１．～ようかと思っている
～と思う （どう思いますか）
～しようと思っている
～思ったより
２．～つもりはない
～つもり
先生、私は大学に行くつもりはないんです。将来調理師になりたいので、専
門学校に行こうと思っているんです。
３．～ようにも～られなかった
社員：遅くなってすみません
課長：遅くなる時は、連絡してくれないと困るよ。
社員：すみません。携帯電話を忘れてしまって、連絡しようにもできなかっ
たんです。
治：ゆうべ電話したけど、いなかったよ。
一郎：ちょうどお風呂に入っていたから、電話の出ようにも出られなかった
んだ。
４．～まい
今日は禁煙一日目。会議中、つい１本吸ってしまった。明日は決して吸うま

い。
５．～とか～とか
Ａ：今までに行った所で、よかった所はどこですか。
Ｂ：印象を残っているのは、やはり京都とか奈良とか歴史の古い町です。
６．～ても
叔父さんたちが若いころはそういう問題があっても、我慢していたんたけど
ね。
敬の使い方は、日本人でも間違えることがあります。
７．～わけしゃない
留学生：実は、私は留学生会館を出ようと思っているんです。
先生：どうして。何か問題があるんですか。
留学生：いいえ、問題があるわけしゃんないんですが、あそこにいると日本
人の友達がなかなかできなくて。。。
８．～ことがある
９．～になる
東都銀行に勤めて３年になるＯＬ。
私はここに住んでもう３０年になるので、この町のことならだいたいわかり
ます。
１０．～は
毎日四時間も勉強したのだから、明日のテストでは最低７０点ぐらいは取れ
るだろう。
１１．～うと考える
～うと計画している
春休みに日本の古い文化に触れようと京都を訪れた。
肺ガンで死ぬ人は増えているという記事を読んで、煙草をやめようと決心し
た。
１２．～ほう
妹は小さいころ、まじめでよく勉強するほうでした。
１３．～のが
～のは
～のに
～のを
～のほうが
１４．～嫌いではない
１５．～ようとする
赤ちゃんは、何でも口に入れようとする。
１６．～させて
うちの父は厳しくて、私は二十歳になるまで、夜、外出させてもらえなかっ
た。
あのう、すみません。今日の講演を録音させていただけきたいんですが。。。

１７．～んしゃない

