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9課1  
 1. むかしばなし	 folktale

 2. げき	 (stage) play

 3. ナレーター	 narrator

 4. おひさま	 sun [polite]

 5. くも	 cloud

 6. かべ	 wall

 7. おかねもち	 rich person

 8. びんぼう	[な	Adj.]	 poor

 9. あかるい	[い	Adj.]	 bright

 10. くらい	[い	Adj.]	 dark

 11. えらい	[い	Adj.]	 great

 12. ～に　なります	 become ~

[G1	なる]

9課2  
 1. (thing	を)　	かくす	 to hide (thing)

[G1	かくしす]
 2. ふきとばす		 to blow away

[G1	ふきとばします]
 3. (thing	が)　うごく	 (thing) moves

[G1	うごきます]
 4. ガリガリ	 chew away; gnaw

 5. あな(を)　開ける	 (to open up) a hole

[G2	あけます]
 6. ちから	 power, strength, ability

 7. (Verb TE)＋しまいます	 do ~ completely

 8. だから、	 Therefore, [Informal]

 9. ですから、	 Therefore, [Formal]

9課3  
 1. いっしょうけんめい	 with one’s utmost effort

 2. とんでもない(です)。	 That’s impossible.

 3. なるほど。	 Indeed. I see.

 4. 「～」と　言いました。	 (Someone) said, “ ~.”

 5. えっ	 Huh?

 6. いや(っ)	 No

 7. むすめ	 (own) daughter, young lady

 8. むすこ	 (one’s own) son

9課4  
 1. むかしむかし	 long, long ago

 2. ある（ところに）	 (at) a certain (place)

 3. とうとう	 finally, at last [after much effort]

 4. おしまい	 the end

 5. おもいます	 to think

[G1	おもう]
 6. (Noun/な	Adj.)だ	 [Plain form of copula です]

 7. (Noun/な	Adj.)だった	 [Plain form of copula でした]

9課
Japanese Folktale

KANJI

開 住 美 若 明 力 風 世 界 次 様 生 話
あ(ける) す(む),

ジュウ
うつく(しい),

ビ
わか(い) あか(るい),

あ(ける)
ちから かぜ,

フウ
セ カイ つぎ,

ジ
さま ショウ,

ジョウ
はなし,
ばなし

New Reading

    Adventures in
  Japanese 2

Recognition



9課1
Verb of Becoming に	なります
Noun に	なります to become ~

私は　十五才に　なりました。	
I have turned (become) 15 years old.

9課2
Verb Extender しまいます
Verb TE form + しまいます
It expresses the completion of an action.

宿
しゅく

題
だい

を　して　しまいました。
I completely finished my homework.

It implies the speaker’s regret about what has been done or a 
negative reaction to a completed action or event.

宿
しゅく

題
だい

を　車に　忘
わす

れて　しまいました。
I forgot my homework in the car (by mistake).

Providing Reasons with ですから	/	だから
Sentence 1 + から、sentence 2。  Sentence 1, so sentence 2.

昨
きのう

日は　病気でしたから、宿
しゅく

題
だい

が　	
出来ませんでした。
Because I was sick yesterday, I could not do my homework. [Polite]

Sentence 1。ですから、sentence 2。  
Sentence 1. Therefore, sentence 2. [Formal]

昨
きのう

日は　病気でした。ですから、宿
しゅく

題
だい

が　	
出来ませんでした。
I was sick yesterday. Therefore, I could not do my homework. [Polite 
and formal]

Sentence 1。だから、sentence 2。 Sentence 1. Therefore, 
sentence 2. [Informal]

昨
きのう

日は　病気でした。だから、宿
しゅく

題
だい

が　	
出来ませんでした。
I was sick yesterday. Therefore, I could not do my homework. [Polite 
and informal]

9課3
Quotation Marker と

「　　」と　言いました。

友達は　「映画に　行かない。」と　言いました。	
My friend said, “I won’t go to the movies.”

9課4
Indicating Sentence Subjects

Indirect Quotation (Plain Form)＋と
 おもいます。 think that ~
 言いました。 said that ~
 こたえました。 answered that ~
 聞きました。 heard that ~ ; asked that ~
The subject of the sentence (the person who thinks, says, 
answers, etc.) is usually marked by	は. 
The subject of the quote, if different from the subject of the 
sentence, is followed by が.

この　話は　おもしろいと　おもいます。
I think this story is interesting.

私は　パーティーイへ　行かないと　言いました。
 I said that I will not go to the party.

父は　前　ピアノが　上手だったと　聞きました。
I heard that my father was good at the piano before.


