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3.  ‘When’ (1)

ときby itself means ‘time’, but when it is used after a 
modifier it means ‘when’.  Here you will lean how to use
ときin the sense with noun and adjectival modifiers.

Noun student 学生
がくせい

～とき When  ~

cold

free

I-adjective 

Na-adjective 

さむい

ひま

の とき

とき

な とき



Noun の とき

When I was a student 学生 の とき

When I was a child 子ども の とき

When I was a baby あかちゃん の とき

When I was 3 years old ３さい の とき

あかんぼう



Noun の とき

学生 の とき、

When I was a child, 

子ども の とき

When I was a baby,

あかちゃんの とき

when I was 3 years old

３さい の とき

あかんぼう

when I was a student

When I was a student, I studied for 10 hours everyday.

毎日 10時間 べんきょう しました。

学生 の とき、

I used to play football everyday.

毎日 サッカーを していました。

I used to live in Japan.

日本に すんでいました。

I came to UK

イギリスに来ました。

I studied for 10 hours everyday

毎日 10時間 べんきょう しました。
まいにち じかん



Noun の とき

学生の とき、

When Mr Honda was a child, 

子ども の とき、

when I was 15 years old

１５さいの とき

when he was a student.Mr Honda studied for 10 hours a week

週に 10時間 べんきょう しました。

he used to play  karate.

からてを していました。

I use to play tennis

テニスを していました。

ほんださんは

ほんださんは



when you were 15 years old?

１５さいの とき

What kind of sport did you do

どんな スポーツを していましたか。

I use to play tennis

テニスを していました。

～さいの とき どんな スポーツを していましたか。

おんがくを

テレビばんぐみを

きいていましたか。

みていましたか。

どれぐらい べんきょうを していましたか。

きいてください

ききます to ask



I-adjective とき

When it is cold さむい とき

When it is hot あつい とき

When I got a headache あたまが いたい とき

When my money is few おかねが すくないとき



I-adjective とき

I go to the sea to swim

あつい とき、

when it is cold.

When you have a headache,

When It is hot,

うみに およぎに 行きます。

I drink hot coffee

あつい コーヒーを のみます。

you should …….

さむい とき、

・・・・・たほうがいいです。あたまが いたいとき、



Na-adjective な とき

When it is quiet しずか な とき

When I am healthy げんき

When I am free ひま

な とき

な とき



Na-adjective な とき

let’s come (here) again.

しずか な とき、

when you are free.

When this park is quiet ,

また 来ましょう。

Please come to visit me

あそびに 来て下さい。

このこうえんが

ひまな とき、

when I am free.I watch anime on internet 

インターネットで アニメを みます。ひまな とき、


