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1. All grammar that is mentioned in N5 重要な文法 

 

2. 可能形 (買いますー＞買えます) (L27) 

 

3. ～しか～否定形 

例: 私は ひらがな しか わかりません。(L27) 

 

4. 名詞は～が肯定形/否定形、名詞は～肯定形/否定形 

 例: サッカーはしますが、やきゅうはしません。 (L27) 

 

5. 連＋ながら 

 例: 写真を見せながら、説明します。 (L28) 

 

6. ～し～し 

 例: この店は静かだし、広いし、いつも ここで食べています。 (L28) 

 

7.  自動詞 (て-形)+います 

 例: ドアが開いています (L29) 

 

8. 他動詞(て-形)+あります 

 例: 壁に 絵が かけてあります (L30) 

 

9.  て＋しまいました (Did something with regret) 

 例: 財布を落としてしまいました。(L29) 

 

10. て＋しまいました (Completion of event) 

 例: 漢字の宿題は もうやってしまいました。(L29) 
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11. て＋おきます (Do something in advance) 

 例: 子どもが生まれる前に、服やベッドを買っておきます。 (L30) 

  食事が終わったら、ちゃわんやお皿を洗っておきます。 

  明日会議がありますから、椅子はこの部屋においておきます。 

 

12. 意向形 (買いますー＞買おう)  (L31) 

 

13. 意向形＋と思います/と思っています (L31) 

 例: 外国で 働こうと思っています。 

 

14. まだ～て＋いません (L31) 

 例: レポートはまだ 出していません 。 

 

15. 辞＋つもりです / ない＋つもりです (L31) 

 例: 私はずっと日本に住むつもりです。 

  私は国へ帰らないつもりです。 

 

16. た＋ほうがいいです / ない＋ほうがいいです (L32) 

 例: 病院へ行ったほうがいいです。 

  タバコを吸わないほうがいいです。 

 

17. 普＋でしょう / 普＋かもしれません (L32) 

 例: 今夜は星が見えるでしょう。 

  彼は会社を辞めるかもしれません。 

 

18. た＋あとで (L34) 

  例: 仕事が終わった後で、飲みに行きます。 
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Change Adjective->Adverbs 

6. い-adjective+動詞 ー＞change い to く＋動詞 

例:忙しい+なります ―＞ 忙しくなります (L19) 

 

7. な-adjective＋動詞 ―＞な-adjective +add in に＋動詞 

例:きれい＋なります  ー＞きれいになります。 (L19) 

 

8. 名＋動詞 －＞名＋add in に＋動詞 

例:私＋なります ー＞私になります。 (L19) 

 

9. 自動詞
じ ど う し

(て-form) +います 

例:ドアが閉まっています (L29) 

 

10. 他動詞
た ど う し

(て-form)+あります 

例:ドアが閉めてあります(L30) 

 

11. Usage of の 

 

12. Numbers 

 

13. ＿＿＿＿＿＿から＿＿＿＿＿＿まで ＋動詞 

例:私は６時から１０時まで 働
はたら

きます。 
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14. Verbs (Past/Present/Positive/Negative) 

例:ねます/ねません/ねました/ねませんでした 

 

a. Exact Dates/Time +に (i.e can count/see on the clock/calendar) 

例: 6 月 11 日（に） / 6 時半(に) 

Exception: 今晩/今日,昨日、おととい、明日、あさって all don’t use に 

 

15. 場所で 動作
ど う さ

 

例:WE で カヤケーキをたべます。(L6) 

 

16. 人は 人に ＿＿＿＿＿＿＿＿を貸します/借ります。 (L7) 

例:私は 友達に お金を貸します。 

例:私は 友達に お金を借ります。 

 

17. 人は 人に _____________をあげます/もらいます (L7) 

例:私は お父さんに とけいをあげます。 

例:私は お母さんに プレゼントをもらいます。 

 

18. い/な-Adjectives (Positive/Negative/Present/Past) 

例: 忙
いそが

しい/ 忙
いそが

しくない/ 忙
いそが

しかった/ 忙
いそが

しくなかった (い-adjective) 

例:きれいです/ではありません/でした/ではありませんでした(な-adjective) 

 

19. い-adjective＋名詞 / な-adjective +な＋名詞 

例:いい人 (L8) 

例:有名な人 (L8) 

 

20. 人は ＿＿＿＿＿が好き/きらい/上手/下手です。 

例:私は えいが が好きです (L9) 
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21. 理由/原因 から、結果 

例:忙しいですから、テレビを見ません。 (L9) 

 

22. 場所の 方向 

例: 駅の ひだり/みぎ/etc (L10) 

 

23. 数量詞 

 

24. Period に ＿＿＿＿＿＿動詞 

例:１週間に１かい 映画をみます (L11) 

 

25. ＿＿＿＿＿から＿＿＿＿＿まで＿＿＿＿＿＿かかります 

例:ここから Bugis までどのぐらいかかりますか。(L11) 

 

26. 名詞 を 「数量詞」ください 

例: ５０円の切手を５枚ください (L11) 

 

27. ＿＿＿＿＿＿＿は＿＿＿＿＿＿より Adjective です。 

例:東京は大阪 より 大きいです。 (L12) 

 

28. _________より ＿＿＿＿＿＿のほうが Adjective です。 

例:大阪より 東京のほうが 大きいです。 (N4) 

 

29. ＿＿＿＿＿＿がほしいです。 (L13) 

例:私は車がほしいです。 

 

30. All forms (changing):て・た・ない・辞書形・連用形 
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31. ___________と思います (L21) 

例:私は日本へ行くと思います。 

 

32. ___________と言います (L21) 

例:佐藤さんはシンガポールへ行くといいました。  

 

33. 名詞修飾形 vs 普通形 (difference) ->very important 

 

Source:  新完全マスター２級文法 

 

34. How to form 名詞修飾形 

 

Refer to my post in my blog.  

http://dimitri2012.wordpress.com/2012/05/14/%E5%90%8D%E8%A9

%9E%E4%BF%AE%E9%A3%BE%E5%BD%A2/ 
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35. たら (If) vs 辞書形/ない-form＋と 

 

例:駅に着いたら、電話してください。(L25) 

例:まっすぐ行くと、交差点があります (L22) 

 

36. て-form ＋くれます/もらいます/あげます 

 

例:山田さんは 大阪城へ連れて行ってくれました。 (L24) 

例:私は山田さんに 大阪城へ連れて行ってもらいました。 (L24) 

例:私は山田さんに CD を貸してあげました。 (L24) 

 

 


