
１．Ｖ1-たり、Ｖ2-たり しています

Used when giving examples of something you do regularly.

V1 たり V2 たり して います

● Basic sentence
けんこうの ために ヨガを したり、 ったり しています。
Kenkoo no tame ni yoga o shitari, hashittari shite imasu.
For my health, I do yoga, go running, and more.
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● Structure

● Use



① うんどうの ために、ヨガを したり、トレーニングを したり しています。
Undoo no tame ni, yoga o shitari, toreeningu o shitari shite imasu.
For working out, I do yoga, training, and more.

② Ａ：けんこうの ために 何か していますか。
A: Kenkoo no tame ni nani ka shite imasu ka.
A: Do you do something for your health?

Ｂ：はい。歩いたり、ジョギングを したり しています。
B: Hai. Aruitari, jogingu o shitari shite imasu.
B: Yes. I go for walks, go jogging, and more.

Ａ：そうですか。ジョギングは どれぐらい していますか。
A: Soo desu ka. Jogingu wa dore gurai shite imasu ka.
A: Is that so. How often do you go jogging?

Ｂ：週に ２回ぐらいです。
B: Shuu ni ni-kai gurai desu.
B: About twice a week.

A.

B. This implies that there are another relevant actions.

The form of 「V-たり」 can be made by adding 「り」 to 「V たform」
as in 「泳いだ ＋ り → 泳いだり」.

● Commentary

● Example sentences



２．V（ふつうけい）+ 

朝ごはんを べる は 20 です。
Asa-gohan o taberu hito wa nijuu-nin desu.
There are 20 people who eat breakfast.

朝ごはんを べない は 30 です。
Asa-gohan o tabenai hito wa sanjuu-nin desu.
There are 30 people who don't eat breakfast.

Used when explaining in detail about the type of person.

Ｖ(Plain form） N

【Plain form】

Polite form Plain form Polite form Plain form

たべます たべる たべました たべた

たべません たべない たべませんでした たべなかった

● Use

● Basic sentence

Non-past Past

● Structure



① よく お酒を 飲む は 10 です。飲まない は 5 です。
Yoku osake o nomu hito wa juu-nin desu. Nomanai hito wa go-nin desu.
There are 10 people who often drink alcohol. There are 5 people who don't drink.

②

③ はじめて トレーニングする は、トレーナーに 聞いて ください。
Hajimete toreeningu-suru hito wa, toreenaa ni kiite kudasai.
For people training for the first time, please speak to a trainer.

A. V modifies N.

● Commentary

● Example sentences

毎  スポーツを する は 10 です。ときどき スポーツを する は 20 で
す。ぜんぜん しない は 25 です。
Mainichi supootsu o suru hito wa juu-nin desu. Tokidoki supootsu o suru hito wa nijuu-nin desu.
Zenzen shinai hito wa nijuu-go-nin desu.
There are 10 people who play sports every day. There are 20 people who play sports sometimes.
There are 25 people who don t do any sports.


