
１．V たいです／ V たくないです

ほんやくの 仕事を したいです。
Hon'yaku no shigoto o shitai desu.
I want to work as a translator.

Used when talking about your hopes.

 たいです Nに

 たくないです ナA-に

イA-く
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V  なりたいです

 なりたくないです

● Structure

● Use

● Basic sentence



① いつか ほっかいどうに きたいです。
Itsuka Hokkaidoo ni ikitai desu.
I want to go to Hokkaido some day.

② コスプレを たいです。でも、したくないです。
Kosupure o mitai desu. Demo, shitakunai desu.
I want to see cosplay. I don't want to do it though.

③ しょうらい いしゃに なりたいです。
Shoorai isha ni naritai desu.
I want to be a doctor in the future.

A.

B. 「たい」 is conjugated in the same way as い adjectives.

V can be made by taking out 「ます」 from 「Vます」 as in
「 きます → き」.

● Commentary

● Example sentences



２．週／ ／年 に ~かい（ぐらい）

週に 1 回 フラメンコを ならっています。
Shuu ni ikkai furamenko o naratte imasu.
I study flamenco dancing once a week.

（週（1週間））

（ （1か ））

（年（1年））

● Structure

● Use

● Basic sentence

に ~回（ぐらい）Ｎ

Used when talking about how often you do something in a certain
period of time.



① 1週間に 1回 いけばなを ならっています。
Isshuu-kan ni ikkai ikebana o naratte imasu.
I study ikebana flower arrangement once a week.

② １か に ２回ぐらい ソウルに しゅっちょうします。
Ikka-getsu ni ni-kai gurai Sooru ni shucchoo-shimasu.
I go to Seoul on a business trip about twice a month.

③ １年に １回 外国に 旅 に きます。
Ichi-nen ni ikkai gaikoku ni ryokoo ni ikimasu.
I go on a trip overseas once a year.

A. 「に」 indicates that N is the duration that serves as basis for measuring
frequency or duration.

● Commentary

● Example sentences



３．Ｖ-て みます

本 と 本語で 話してみます。
Nihonjin to Nihongo de hanashite mimasu.
I'll try speaking Japanese to a Japanese person.

V-て みます

① この 本を 読んで みます。
Kono hon o yonde mimasu.
I'll try reading this book.

② いつか 本に って みたいです。
Itsuka Nihon ni itte mitai desu.
I want to try going to Japan someday.

③ フランスの ワインです。飲んでみて ください。
Furansu no wain desu. Nonde mite kudasai.
This is a French wine. Please try it.

● Example sentences

● Structure

● Use

● Basic sentence

Used when, in an effort to know about something, you will try
something new.



４．Ｖ-ましょうか

いっしょに 駅に きましょうか。
Issho ni eki ni ikimashoo ka.
Shall I go to the station with you?

Used when offering help someone who is in trouble.

V ましょうか

● Basic sentence

● Structure

● Use



① A：たいへんですね。てつだいましょうか。
A: Taihen desu ne. Tetsudaimashoo ka.
A: Oh no. Shall I help you?

B：すみません。ありがとうございます。
B: Sumimasen. Arigatoo gozaimasu.
B: I'm sorry. Thank you.

② A：いっしょに 駅に きましょうか。
A: Issho ni eki ni ikimashoo ka.
A: Shall I go to the station with you?

B：いいですか。ありがとうございます。
B: Ii desu ka. Arigatoo gozaimasu.
B: Is that alright? Thank you.

A. V can be made by taking out 「ます」 from 「Vます」 as in 「 きます
→ き」.

● Commentary

● Example sentences


