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8か1  
 1. います	 there is, are (animate obj.)

 2. あります	 there is, are (inanimate obj.) 

 3. そと	 outside

 4. ドア	 door

 5. まど	 window

 6. つくえ	 desk

 7. いす	 chair

 8. えんぴつけずり	 pencil sharpener

 9. ごみばこ	 trash can

 10. いぬ	 dog

 11. ねこ	 cat

 12. Location	に	＋	Existence verb。	 in, at

 13. また	 again

8か2
 1. おとこ	 male

 2. おんな	 female

 3. ひと	 person

 4. こども	 child

 5. おとこのひと	 man

 6. おんなのひと	 woman, lady

 7. おとこのこ	 boy

 8. おんなのこ	 girl

 9. トイレ,	(お)てあらい	 toilet, bathroom, restroom

 10. プール	 pool

 11. (この,	あの)〜	かた	 person (polite)

8か3
 1-4. Measure Words, see below 

 5. き	 tree

 6. はな	 flower

 7. いけ	 pond

 8. さかな	 fish

 9. とり	 bird

10. たくさん	 a lot, many

 11. すこし	 a few, a little

8か4
 1. たてもの	 building

 2. じむしょ	 office

 3. きょうしつ	 classroom

 4. ロッカー	 locker

 5. あたらしい		 new

 6. ふるい	 old

 7. うつくしい	 beautiful

 8. ゆうめい	 famous

Negative Forms

 5. あたらしくないです	 is not new

 6. ふるくないです	 is not old

 7. うつくしくないです	 is not beautiful

 8. ゆうめいではありません	 is not famous

8か
School

    Adventures in
  Japanese 1

Measure Words
1. large mechanized goods 2. birds 3. small animals 4. long cylindrical objects

1 いちだい	 いちわ いっぴき いっぽん 一本
2 にだい にわ にひき にほん 二本
3 さんだい	 さんわ さんびき さんぼん 三本
4 よんだい よんわ よんひき よんほん 四本
5 ごだい ごわ ごひき ごほん 五本
6 ろくだい ろくわ ろっぴき ろっぽん 六本
7 ななだい	 ななわ ななひき ななほん 七本
8 はちだい はちわ はっぴき はっぽん 八本
9 きゅうだい きゅうわ きゅうひき きゅうほん 九本
10 じゅうだい じゅうわ じゅっぴき じゅっぽん 十本
11 じゅういちだい じゅういちわ じゅういっぴき じゅういっぽん 十一本
? なんだい なんわ なんびき なんぼん 何本



8か1
Existence Verbs

Topic (Animate) は + Location に + います
Topic (Inanimate) は + Location に + あります
えんぴつけずりは　どこに　ありますか。
Where is the pencil sharpener?

ジョンさんは　そとに　いました。
Jon was outside.

Using です in Place of Existence Verbs

Topic (Animate) は + Location に + います。＝　	
Topic (Animate) は + Location です。
Topic (Inanimate) は + Location に + あります。＝	
Topic (Inanimate) は + Location です。
ジョンさんは　どこですか。
Where is Jon?

ジョンさんは　そとです。
Jon is outside.

8か2
Verbs of Existence and Subject Particle が
Topic (Animate) は + Location に + います
Topic (Inanimate) は + Location に + あります
Vs.

Location に Subject (Animate) が　います。
Location に Subject (Inanimate) が　あります。
いぬは　あそこに　います。
The dog is over there. [The emphasis is on the place of existence.]

あそこに　いぬが　います。
There is a dog over there. [The emphasis lies on what exists.]

Polite Suggestions Verb –ましょうか
Verb–ましょうか。Shall we do 〜? [Polite Suggestion]

行きましょうか。	
Shall we go? [Suggestion to others]

いきましょう。	
Let’s go. [Own suggested decision]

いきませんか。	
Would you like to go? [Invitation]

8か3
Emphasizing Counters

Place に	Subject (Animate object) が Counter います。
Place に Subject (Inanimate object) が Counter あります。
When a counter or quantity is included in this structure, it generally 
follows the subject. This puts more emphasis on the number rather 
than the subject. Particles do not follow counters or quantity words.

そとに　ねこが　二ひき　います。
There are TWO cats outside.

あそこに　おおきい　木が　一本　あります。
There is ONE big tree over there.

Emphasizing Subjects

Place に Counter の Subject が		います/あります。
When a counter describes the subject, it precedes the subject. This 
puts more emphasis on the subject rather than the number. In this 
case, the particle の follows the counter.

そとに　二ひきの　ねこが　います。
There are two CATS outside.

あそこに		おおきい		一本の		木が	あります。
There is a big TREE over there.

8か4
No Grammar

RecognitionKANJI

人
ひと,

にん,	じん

子
こ

女
おんな

好
す(き)

田
た,	だ

男
おとこ

私
わたし


