
Japanese for Busy people II

八課

1. Describing a Change in State (1)
～く・に なります



Adjectiveく/に
Noun に Become ~

なりますmeans ’become’ or ‘get’ and indelicate a change of state.  
You use it with adjectives in their adverbial forms (See Lesson 6) 
and with nouns followed by に. 

1. Describing a Change in State (1)

なります



quick/fast

1.  Using the Adverbial Forms of Adjectives to Modify Verbs

はやい

Please walk quickly. はやいくAdverb

I-adjective

６課

quiet しずか

Please walk quietly. しずかにAdverb

Na-adjective

あるいてください

あるいてください



30,000円

Change

9,000円

セール

やすい

ひま

はる

I-adjective

Na-adjective

Noun

やすく

ひまに

はるに

なりました

なりました

なりました

Adverb

busy free

winter spring



おおきいbig

small

many

ちいさい

おおい

few

ながい

すくない

good いい

Adjective   Adverb

おおきく

ちいさく

おおく

ながく

すくなく

よく

long

convenient

きれい

べんり

healthy げんき

きれいに

べんりに

げんきに

beautiful

like すき すきに

なります

teacher せんせい せんせいに
23 years old ２３さい ２３さいに



I became  ** years old.

How old are you? 
(How old did 
you become?)

I want to become ~, after graduating university..

What do you want to become
after graduating university? ?



I want to ~ ～たいです

I don’t want to eat たべたくないです

I want to eat たべたいです

I (started to) feel like to eat たべたくなりました

たべたいですI want to eat 



2. ‘When’ (2)

とき, as you learned, means ‘when’. (See Lesson 7) 
When the modifier is verb, it’s from is plain form.

Plain form-Verb Whenとき



To go

行きます

Masu form

present

past 行きました

行く

Plain form

行った

行きませんpresent

past 行きませんでした

行かない

行かなかった

Positive

Negative



When I go to the party tomorrow, I will bring a bottle of wine. 

あした パーティに 行くとき、ワインを もって行きます。

When I went to the party yesterday, I brought a bottle of wine. 

きのう パーティに 行ったとき、ワインを もって行きました。

You are going to do this action (not completed) 

present

When I go to the party , I always bring a bottle of wine . 

You usually do this action

パーティに 行くとき、いつも ワインを もって行きます。

past

You have done this action (completed)



When I was lost (I didn’t know the way) yesterday, I looked at a map.

きのう みちが わからなかったとき、ちずを みました。

present

When I am lost (I don’t know the way) , I always look at a map.

You usually do this action

みちが わからないとき、いつも ちずを みます。

past

You have done this action (completed)



When I came to Japan (on my way to Japan) , I bought it at the airport.

This action has not been completed

日本に来るとき、くうこうで 買いました。

When I came to Japan (having come to Japan) , I bought it at the airport.

This action has been completed

日本に来たとき、くうこうで 買いました。



2.He always buys beer when he rides on
the bullet train

1.Mr Suzuki often go to Osaka by bullet train.

すずきさんは よく しんかんせんで
おおさかに 行きます。

しんかんせんに ＿とき、
いつも ビールを 。



3.He bought beer yesterday as usual 
when he got on the bullet train.

きのうも しんかんせんに とき、
ばいてんで ビールをかいました。

4. When he got on the train, he dropped it.

しんかんせんに とき、ビールを
おとしました。

5. He picked it up, and sat down on the seat.
(pick up ひろいます）

ビールを て、せきに すわりました。

6. He felt like to drink straight away.

すぐ ビールを なりました。



7. He was little worried when he opened it.
to open あけます

ビールを とき、すこし
しんぱいでした。

8. When he opened it,…….

ビールを とき、・・・。

9. He was very clod until Osaka.

すずきさんは おおさかまで
とても 。

10. When he arrived at Osaka, he caught a cold.
To arrive つきます

おおさかに とき、
かぜを ひいていました。



3. Plain form of Adjectives and Nouns + です

‘Masu form’ is the ‘Polite form’ of Verbs.
‘Desu form’ is the ‘Polite form’ of Adjectives and Nouns. 

There are ‘Polite form’ and ‘Plain form’ for all the words. 
Therefore Adjectives and Nouns have ‘Plain from’. 

れい

おいしいです

Polite form
(Desu form)

delicious おいしい

Plain form

I-Adjective

べんりですconvenient べんりだNa-Adjective

せんせいですteacher せんせいだNoun



English Present Past

Affirmative

(Dictionary form) 

Negative

(Nai form)

Affirmative

(Ta form)

Negative

（Nakatta from）

Bad わるい わるくない わるかった わるくなかった

Polite form ( Desu form)

I-Adjective

delicious おいしい

cute かわいい

expensive たかい

painful いたい

Plain form

English Present Past

Affirmative Negative Affirmative Negative

Bad わるいです わるくない
です

わるかったです わるくなかったです



English Present Past

Affirmative

(Dictionary 

form) 

Negative

(Nai form)

Affirmative

(Ta form)

Negative

（Nakatta from）

convenient べんりだ べんりでは
ない

べんり
だった

べんりでは
なかった

Polite form (Desu form)

Na-Adjective

Well/fine げんき

beautiful きれい

famous ゆうめい

like すき

Plain form

English Present Past

Affirmative Negative Affirmative Negative

convenient べんりです べんりでは
ありません

べんりでした べんりでは
ありませんでした



English Present Past

Affirmative

(Dictionary 

form) 

Negative

(Nai form)

Affirmative

(Ta form)

Negative

（Nakatta from）

teacher せんせいだ せんせいでは
ない

せんせい
だった

せんせいでは
なかった

Polite form (Desu form)

Noun

student がくせい

rain あめ

Plain form

English Present Past

Affirmative Negative Affirmative Negative

teacher せんせい
です

せんせいでは
ありません

せんせい
でした

せんせいでは
ありませんでした

cold かぜ



しゅくだい
Homework

1. Workbook  P59&P60

4. Grammar book - Lesson 7&8

3. Kanji – Lesson 8
3 tests

Kanji book

* Letter to Japan (If not yet handed in)

2.  Textbook    P96&P97, 
P112 (translate the passage and 
answer the questions )



3. Plain form of Adjectives and Nouns + です

‘Masu form’ is the ‘Polite form’ of Verbs.
‘Desu form’ is the ‘Polite form’ of Adjectives and Nouns. 

There are ‘Polite form’ and ‘Plain form’ for all the words. 
Therefore Adjectives and Nouns have ‘Plain from’. 

れい

おいしいです

Polite form
(Desu form)

delicious おいしい

Plain form

I-Adjective

べんりですconvenient べんりだNa-Adjective

せんせいですteacher せんせいだNoun



English Present Past

Affirmative

(Dictionary form) 

Negative

(Nai form)

Affirmative

(Ta form)

Negative

（Nakatta from）

Bad わるい わるくない わるかった わるくなかった

Polite form ( Desu form)

I-Adjective

delicious おいしい

cute かわいい

expensive たかい

painful いたい

Plain form

English Present Past

Affirmative Negative Affirmative Negative

Bad わるいです わるくないです わるかったです わるくなかったです



English Present Past

Affirmative

(Dictionary 

form) 

Negative

(Nai form)

Affirmative

(Ta form)

Negative

（Nakatta from）

convenient べんりだ べんりでは
ない

べんり
だった

べんりでは
なかった

Polite form (Desu form)

Na-Adjective

Well/fine げんき

beautiful きれい

famous ゆうめい

like すき

Plain form

English Present Past

Affirmative Negative Affirmative Negative

convenient べんりです べんりでは
ありません

べんりでした べんりでは
ありませんでした



English Present Past

Affirmative

(Dictionary 

form) 

Negative

(Nai form)

Affirmative

(Ta form)

Negative

（Nakatta from）

teacher せんせいだ せんせいでは
ない

せんせい
だった

せんせいでは
なかった

Polite form (Desu form)

Noun

student がくせい

rain あめ

Plain form

English Present Past

Affirmative Negative Affirmative Negative

teacher せんせい
です

せんせいでは
ありません

せんせい
でした

せんせいでは
ありませんでした

cold かぜ



4. Using Direct and Indirect Quotation

You use to と言(い)っていましたreport what 
someone said, in both direct and indirect quotation.

～といっていました ..said that ~



あした、ロンドンに 行きます。

Margi said ‘……………………………’

マージさんは「あした、ロンドンに行きます」
と いっていました。

Direct quotation



あした、ロンドンに 行きます。

Margi said that…………………………….

マージさんは あした、ロンドンに 行く
と いっていました。

Indirect quotation

Plain from



きのう、ロンドンに 行きました。

Margi said that…………………………….

マージさんは きのう、ロンドンに 行った
と いっていました。

Indirect quotation

Plain from



Indirect quotation

マージ：I live in Coventry.

コベントリーに すんでいます。

フラバー：Margi said that ……

マージさんはコベントリーにすんでいるといっていました。

マ：ひまな時 本をよみます。

フ：マージさんはひまな時 本をよむといっていました。

マ：きのう ねる前に メールを チェックしました。

フ：マージさんはきのうねる前にメールをチェックした
と いっていました。



マ：スポーツの中で テニスが いちばんすきです。

フ：マージさんはスポーツの中でテニスがいちばんすきだ
といっていました。

マ：すしは おいしいです。

フ：マージさんはすしは おいしいと いっていました。

マ：あねが います。

フ：マージさんはおねえさんが いるといっていました。

マ：おかねが ありません。

フ：マージさんはおかねが ないと いっていました。



Indirect quotation

1. Where do you live?

2. What do you do when you are free?

3. What did you do before you went to bed?

4. What kind sport do you like?

5. Is Japanese difficult?

6. Do you have girlfriend/boyfriend?

7. Have you been to Japan?



You can also useとおもいます ‘to think’.

～とおもいます I think that ….



Margi will go to London tomorrow.

マージさんは あした ロンドンに 行きます。

I think that Margi will go to London tomorrow.

マージさんは あしたロンドンに行くと おもいます。



I think that ………

This cake is nice.

Mr Honda is fine.

Mr Honda will come to university next week.

Mr Suzuki hasn’t written the report yet.



七課

1. ‘Before’_前に_ 

Dictionary  form 前に

あさごはん を

I eat breakfast,Before I do jogging.

前にたべる ジョギングをします。

Rule

Example

Make notes of grammar. Write the following 2 points.
1.  ’Rule’ 
2.  ‘Example sentences’ in English and Japanese 

See the example below. 



しゅくだい
Homework

1. Workbook  Lesson 8

3. Grammar book - Lesson 8

2. Kanji – Lesson 8
3 tests

Kanji book

4. Letter to Japan (If not yet handed in)


