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9か1  
 1. しゃかい	 social studies

 2. かがく	 science

 3. すうがく	 math

 4. えいご	 English

 5. がいこくご	 foreign language

 6. びじゅつ	 art

 7. たいいく	 physical education

 8. ホームルーム	 homeroom

 9. やすみじかん	 a break

 10. かもく	 subject(s)

11.  じゅぎょう，クラス	 class, instruction

12.  あります	 to have

9か2  
 1. つぎ	 next

 2. むずかしい	[いAdj.]	 difficult

 3. やさしい	[いAdj.]	 easy

 4. たのしい	[いAdj.]	 fun, enjoyable

 5. おもしろい	[いAdj.]	 interesting

 6. つまらない	[いAdj.]	 boring, uninteresting

9か3  
 1. なぜ／どうして	 Why? 

 2. せいせき	 grade

 3. ひどい	[いAdj.]	 terrible

 4. うれしい	[いAdj.]	 glad, happy

 5. かなしい	[いAdj.]	 sad

 6. おととい	 the day before yesterday

 7. あさって	 the day after tomorrow

 8. いいですねえ。	 How nice! 

Used when one receives good news of something which will soon 
occur.

 9. よかったですねえ	 How nice!

Expression of happiness or support about a past event.

 10. ざんねんですねえ。	 How disappointing!, Too bad!

Expression of disappointment about something which won’t 
happen.

 11. ざんねんでしたねえ。	 How disappointing!

Expression of disappointment about an unfortunate past event.

 12. Sentence 1 (Reason)＋から、	Sentence 2 (Result)。	
Sentence 1 (Reason), so Sentence 2 (Result).

9か4  
 1. せんしゅう	 last week

 2. こんしゅう	 this week

 3. らいしゅう	 next week

 4. まいしゅう	 every week

 5. しゅうまつ	 weekend

 6. おおい	[いAdj.]	 are many, much
 Neg. form:	おおくないです
 Although this is an adjective, it is not used before nouns.

 7. すくない	[いAdj.]	 are few, little 

Neg. form:	すくなくないです
 Although this is an adjective, it is not used before nouns.

 8. (Something)	が　ほしい	[いAdj.]	 want (something)
 Neg. form: ほしくないです
 9. たいへん	[なAdj.]*	 大へん* hard, difficult*

 Neg. form: たいへんでは　ありません.

 10. それに	   Moreover, 
Besides

* 	たいへん is used in situations which are physically or psychologically 
challenging. むずかしい is generally used to describe situations that 
are academically challenging or difficult.

9か5  
 1. ほうかご	 after school

 2. きょねん	 last year

 3. ことし	 this year

 4. らいねん	 next year

 5. まいとし	/	まいねん	 every year

 6. バンド	 band

 7. れんしゅう	 practice

 8. うたいます	 to sing

 9. およぎます		 to swim

 10. あそびます	 to play, amuse
 Not used with sports or musical instruments.

 11. ゲームを　します	 to play a game

 12. Noun 1 や	Noun 2	(など)	 Noun 1 and Noun 2, etc.
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9か3
Verb ほしい “To Want” Something

Noun が	 ほしい(ん)です。 want ～

Noun が/は	 ほしくない(ん)です。 do not want ～

Noun が	 ほしかった(ん)です。 wanted	～
Noun が/は	 ほしくなかった(ん)です。/
ほしくありませんでした。  did not want ～

今　お水が　ほしいです。
I want water now.

NOTE: When one wants to do something, the –TAI form is used 
(refer to Lesson 10-2). 

Adjectives of Quantity おおい and すくない
Subject	が	+	おおいです。There are many / much ～.

Subject	が	+	すくないです。There are few / little ～.

すうがくは　しゅくだいが　おおいです。
There is a lot of homework in math.

この　クラスに　男の　生徒は　	
すくないですね。
There are few male students in this class, aren’t there?

9か4
Listing Nouns with や
Noun 1 や	(Noun 2 や) Noun 3 など
やis used to conjoin two or more nouns.

Compare:

ピザや　ホットドッグを　たべました。
I ate pizza, hotdogs (and more).

ピザと　ホットドッグを　たべました。
I ate pizza and hotdogs.
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9か1
Using あります as “to have”

Subject が　あります　 “have”

明日　しけんが　あります。
(I have) an exam tomorrow.

今日　たいいくの　じゅぎょうは　	
ありませんでした。
(We) did not have P.E. class today.

NOTE: は	may replace が in negative sentences.

9か2
Causation Sentence Connector から
Sentence 1 (Reason) ＋からSentence 2 (Result)。	＝	
Sentence 1 (Reason), so Sentence 2 (Result).

日本ごは　おもしろい(です)から、好きです。
Japanese is interesting, so I like it.

Review: い Adjective Conjugation

うれしいです。
is happy

うれしくないです。/うれしくありません。
is not happy

うれしかったです。
was happy

うれしくなかったです。/うれしくありませんでした。
was not happy

いい	“good” conjugates from its よい form.

いいです。
is good

よくないです。/よくありません。	
is not good

よかったです。	
was good

よくなかったです。/よくありませんでした。	
was not good


