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8課1  
 1. 時間	 time

 2. ばしょ	 location, place

 3. たいいくかん	 gym

 4. うんどうじょう	 athletic field

 5. 

 6. ユニフォーム	 (sports) uniform

 7. せんしゅ	 (sports) player

 8. しあいに　出る	 to participate in a (sports)

[G2	でます]	 game 

 9. おうえん(を)　する	 to cheer

[IR	おうえん	(を)　します]	
10. ～が　はじまる (something) begins, starts

[G1	はじまります]	
11. ～が　おわる	 (something) finishes, ends

[G1	おわります]	

8課2 
 1. (Person を)	むかえに　行く	go to pick up (person)

 2. (Person を)	むかえに　来る	 come to pick up (person)

 3. (Person を)	むかえに　帰る	 return to pick up (person)

 4. (Thing	を)	とりに　行く	 go to pick up (thing)

 5. (Thing	を)	とりに　行く　	 come to pick up (thing)

 6. (Thing	を)	とりに　帰る　	 return to pick up

 7. (Place	に)	よる	 stop by, drop by (at a place)

[G1	よります／よって]	
 8. (time)	までに	 by (a certain time)

 9. そのころ	 around that time

10. それは　	 That’s a good idea. 

いいかんがえです。	
11. どうぞ　よろしく　	 Thank you for doing that favor 

おねがいします。	   for me.

8課3
 1. ゆうしよう(を)		する	 to win a championship

[IR	します/して]	
 2. うそです(よ)。	 That’s not true.

 3. じょうだんです(よ)。	 I’m just kidding.

8課4
 1. スコア	 score

 2. ５５たい２	 55 to 2

 3. あと～	 ~ more

 4. Points

1 いってん 6 ろくてん
2 にてん 7 ななてん
3 さんてん 8 はってん
4 よんてん 9 きゅうてん
5 ごてん 10 じゅってん

? なんてん

 5. ドキドキします	 is excited, is nervous

 6. やった！	 We did it!

 7. ばんざい！	 Hurray!

 8. かった！かった！	 (We) won! (We) won!

 9. ぜひ[Adverb]	 by all means, definitely
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Going to a Game
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No. 1 いちばん No. 6 ろくばん
No. 2 にばん No. 7 ななばん
No. 3 さんばん No. 8 はちばん
No. 4 よんばん No. 9 きゅうばん
No. 5 ごばん No. 10 じゅうばん



8課1
Intransitive and Transitive Verbs

Intransitive verb: (something)	が	or	は　始
はじ

まる	
[begin] /	終

お

わる [finish, end]

試
し

合
あい

は　五時に　始
はじ

まります。
The game will start at 5 o’clock.

Transitive verb: Subject	は (something) を　始める	
[begin]	/	終わる	[finish]

私は　五時に　題
だい

を　始
はじ

めました。
I started my homework at 5 o’clock.

Noun Modifiers

Verb (Plain Form) ＋ Noun	始
はじ

まる	時間	 starting time

い	Adjective ＋ Noun 早い 時間 early time

な	Adjective ＋ な	＋ Noun 大事な 時間 important time

Noun ＋ の ＋ Noun あさの 時間 morning time

Pre-Nominative ＋ Noun その 時間 that time

今日の　試
し

合
あい

は　大事な　試
し

合
あい

です。
Today’s game is an important game.

8課2
Verbs of Bringing, Taking, and Picking Up

Person を Place へ/に　むかえに　行く/来る/帰る　 
go, come, return to a place/ home to pick up (someone)

Thing を　Place へ/に　取りに　行く/来る/帰る　	
go, come, return to a place/home to pick up (something)

八時半ごろ　育
いく

館
かん

へ　むかえに　来て　下さい。
Please come to pick me up at the gym around 8:30.

ユニフォームを　れて、うちへ　取りに　	
帰りました。
I forgot my uniform and returned home to pick it up.

Person を Place へ/に　つれて　行く/来る/帰る　 
take, bring to a place/home, take/bring (someone)

Thing を Place	へ/に　持って　行く/来る/帰る 
take, bring to a place/home, take/bring (something)

友達を　映画に　つれて　行っても　	
いいですか。
May I take my friend to the movie?

パーティーに　何も　持って　来ないで　下さい。
Please do not bring anything to the party.

8課3
Verb Potential Form

(See Verb Conjugation Study Guide)

Group 1 verbs

To obtain the potential form, change the final -i sound of the verb 

stem to the corresponding -e sound, then add ます	or る. There is 

no potential form of the existence verbs います or あります or the 

verb わかります, which already means “can understand.”

父は　中国語が　話せますが、私は　話せません。
My father can speak Chinese, but I cannot.

Group 2 [-IRU, -ERU] verbs

Group 2 verb potential forms are created simply by replacing ます 

by られます. Younger Japanese people tend to use -れます instead 

of the -られますending.

おはしで　うどんが　食べられますか。
“Can (you) eat udon with chopsticks?”

Group 3 Irregular verbs

Only きます,	します and noun + します verbs belong to this group.  

Young Japanese people tend to use これます instead of こられます.

「この　土曜日に　家へ　来られますか。」
“Can you come to my house this Saturday?”

8課4
Expressing Wanting Others to Do Something

Person 1 は + (Person 2 + に) + Verb [TE form] +  
ほしいです。
Person 1 wants Person 2 (not higher in status than Person 1) to do ~.

Compare:

私は　かちたいです。
I want to win.

私は　あなたに　かって　ほしいです。
I want you to win.


