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日本語の一年生のふくしゅう(review) 

                           スワスモア大学 
 
 
Ａ）Adjectives: い adjectives and な adjectives 

Nakama 1.4 (Nakama 1 Chapter 4) 

Fill in the blank with either な or × if nothing is needed. 

① 妹は高い（  ）車を買いました。 

② とてもべんり（  ）きっぷがありました。 

③ サンタ・モニカにはゆうめい（  ）人がたくさん住んでいます。 

④ 山田さんの家はすてき（  ）家です。 

⑤ そとはむし暑い（  ）でしょう。 

⑥ 山田さんの家族の写真はすてき（  ）ですね。 

 

B) は／が  Nakama 1.5 

① だれ（  ）このケーキを作りましたか。 

② 田中先生（  ）どの人ですか。 

③ あの本屋にどんな本（  ）ありますか。 

④ いちばん好きな旅館（  ）どれですか。 

 

Rule: If the particle comes after the question word, use ______. If the particle 

comes before the question word, use _______. 

 

Ｃ）ごろ／ぐらい  Nakama 1.5 

① 私はたいてい十二時（ごろ／ぐらい）に寝ます。 

② 山本さんは毎晩三時間（ごろ／ぐらい）テレビを見ます。 

③ グリーンさんは毎日何時間（ごろ／ぐらい）日本語を勉強しますか。 

④ 次の電車はいつ（ごろ／ぐらい）来ますか。 

 

Rule: For approximate point in time, use ________. 

For approximate duration, use_________. 



 二 

Ｄ）counters  Nakama 1.8 

てんいん： いらっしゃいませ。 

高橋
たかはし

： あのう、このオレンジを＿＿＿＿＿＿ください。 

      （４） 

  そして、りんごを＿＿＿＿＿＿＿と 

     （３） 

バナナを＿＿＿＿＿＿ください。 

        （６） 

てんいん： はい。ぜんぶで８９０円いただきます。 

高橋： しんしふくうりばはなん＿＿＿＿にありますか。 

       （floor） 

てんいん： しんしふくうりばは＿＿＿＿＿にございます。 

     （4th floor） 

＜＜高橋さんは家に帰りました。＞＞ 

高橋： ただいま。 

おくさん： おかえりなさい。デパートで買いものをしてきたの？ 

高橋： ええ、シャツを＿＿＿＿とネクタイを＿＿＿＿買ってきた。 

     （２）         （１） 

  それから、くだものもたくさん買ってきたよ。 

 

Ｅ）potential form  Nakama 2.1 

 

① 日本語を二年間べんきょうしたから、漢字も＿＿＿＿＿＿＿＿。 

        can write 

② スペイン語が＿＿＿＿＿＿＿＿か。 

    can speak 

③ すずしい時に よく＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

     can sleep 

④ きのうはかぜをひいたから、学校に ＿＿＿＿＿＿＿＿＿んです。 

       couldn’t go 

⑤ はがいたくて、今晩パーティーに＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿んです。 

      can’t come 

 



 三 

formation (fil l  in the blanks):  

 Plain form Potential form 

う verbs よむ  

る verbs たべる  

Irregular する  

 くる  

 

Ｆ）Conditional   Nakama 2.2 

Change the clause into conditional and make a complete sentence. 

（eg.）日本語が上手になる  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

→日本語が上手になったら 日本でしごとがしたいと思います。 

１。大学を出る（graduate） 

_______________________ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

２。いそがしくない    

_______________________ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

３。お金がたくさんある    

_______________________ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

４。雨がふらない     

_______________________ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

G) もう／まだ   質問
しつもん

に答
こたえ

えてください。 Nakama 2.2 

 

１。今日は もう朝ごはんを食べましたか。 

はい、今日は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

２。今日は もう体をうごかしましたか。 

いいえ、今日は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

３。第三課
だいさんか

の漢字
かん じ

はまだ勉強していませんか。 

はい、第三課
だいさんか

の漢字
かん じ

は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 



 四 

４。教科書
きょうかしょ

はまだ買っていませんか。 

いいえ、教科書
きょうかしょ

は＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

５。今日はもうシャワーをあびましたか。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

Ｈ）Fill in the blanks with hiragana-- see study guide for hints 

① 気分がわるかったら、よこになった方（   ）いいでしょう。 

② とても熱いですから、健康（   ）気（   ）付けて下さい。 

③ 夏休みはすずしいところに行こう（   ）思っています。 
 
④ かぜを引かないよう（   ）、毎朝オレンジジュースを飲んでいます。 

⑤ 山田さんはハンバーガー（   ）食べたがっています。 

⑥ すだ先生のけんきゅうしつの電話ばんごう（   ）知っていますか。 

⑦ 私はラグビーのやり方（   ）よく分からないけど、兄はラグビーが上手 

（   ）のよ。 

⑧ のどがいたい時、この薬を飲んで（   ）いいですか。 

⑨ スポーツの中（   ）いちばんすきな（   ）はテニスです。 

⑩ 京都
きょうと

（   ）高い旅館（   ）とまる予定です。 

⑪ シカゴ（   ）は高いたてもの（   ）たくさんあるそうです。 

⑫ 東京（   ）着いたら、母（   ）電話（   ）かけようと思います。 

13  週末には本を読む（   ）が好きです。 

14 しょくどうの前（   ）田中さん（   ）会う予定です。 

15 兄はテニス（   ）上手（   ）んです。 

16  ホテルに泊まるの（   ）好きですが、旅館に泊まるの（   ） 

あまり好きじゃないんです。 



 五 

Ｉ）Verb and adjective forms.  

Circle the most appropriate form. See study guide for hints. 

 

① こどもの時、海外旅行
かいがいりょこう

に（行くこと   行ったこと   行たこと） 

があります。 

② 来年は 大学で（べんきょうする べんきょうしよう べんきょうした） 

予定です。 

③ 明日は （晴れる    晴れた    晴れます）でしょう。 

④ しゅくだいを明日までに（出して  出しても  出した）いい 

でしょうか。 

⑤ あの漢字は（書け   書いた   書く）ないと思います。 

⑥ スーツを（きいて   きて   きって）いる人は田中先生です。 

⑦ 明日はドライブに（行きます   行こう   行って）と思っています。 

⑧ のどが（いたかった   いった   いたくて）から 薬を飲みました。 

⑨ あたまが（いたい いたく いたっ）て 寝られないんです。 

⑩ 天気よほうによると、雨が（ふり    ふって  ふる）そうです。 

⑪ 牛 乳
ぎゅうにゅう

を（飲む 飲み 飲んで）すぎて、 おなかが痛くなりました。 

 

12  ニュ—ヨークは夏に（暑いに  暑く  暑くて）なりますか。 
 

13 （きれいく    きれいで     きれいに）書いてください。 

14 みずうみでふねに（のって のり のる）予定です。 

15 つかれている時にはむりを（しないで して しすぎて）下さい。



 六 

Study guide and hints 

 

H) Particles and related expressions 

①  giving suggestions with ~方がいい   Nakama 2.1 

②  ~に気を付ける      Nakama 2.1 

③  volitional form of verb + と思います   Nakama 2.2 

④  ようにする       Nakama 2.1 

⑤ expressing desires with たい／たがる   Nakama 1.8 

⑥ ~を知っている／~がわかる 

  cf. ~を知っていますか。   はい、知っています。 
        いいえ、知りません。 
⑦ ~を知っている／~がわかる 

 ~んです, casual form     Nakama 2 pg. 27 

⑧ asking permission with ~てもいいですか  Nakama 2.1 

⑨ expressing favorites     Nakama 1.7 

 pronominal use of の     Nakama 1.5 

⑩  で place of action      Nakama 1.3 

 旅館にとまる      Nakama 2.2 

⑪ ~に~があります／います existence in location Nakama 1.4 

⑫ ~につく       Nakama 2.2 

~に電話をかけます     Nakama 1.6 

13 making a noun phrase with の    Nakama 1.7 

14 で place of action      Nakama 2.2  

 ~に会います 

15 describing physical appearance and skills, 

  with ~は~が     Nakama 1.10 

~んです（extended predicate）   Nakama 1.8 

16 expressing likes and dislikes    Nakama 1.7 

 contrastive use of は     Nakama 1.7 



 七 

Ｉ）Verb and adjective forms 

① talking about experiences,  

with ~したことがあります   Nakama 1.12 

② expressing intentions and plans    Nakama 2.2 

③ expressing uncertainty     Nakama 1.11 

④ asking for permission with stem + てもいいですか Nakama 2.1 

⑤ potential form      Nakama 2.1 

⑥ て form (describing appearance/resultant state) Nakama 1.10 

⑦ expressing intention with volitional form + と思う Nakama 2.2  

⑧ expressing reason using the plain form of verbs  

and adjectives + から    Nakama 1.9 

⑨ expressing cause and effect using the て form     

⑩  expressing hearsay using the plain form of  

verbs/adj/copula + そうです   Nakama 1.12 

⑪ doing something too much, using ~すぎる  Nakama 2.1 

⑫ adverbial forms of adjectives    Nakama 2.1 

13  expressing change in state using adverbial form  

of adjective or noun + にする  Nakama 2.1 

14 expressing plans using つもり and よてい  Nakama 2.2 

15 negative requests using ~ないでください  Nakama 2.1 

 

 

 

 

 


