
１．V‐て います

私は 東京に すんでいます。
Watashi wa Tookyoo ni sunde imasu.
I live in Tokyo.

私は でんしゃの かいしゃで はたらいています。
Watashi wa densha no kaisha de hataraite imasu.
I work at a train company.

Used when talking about where you live or what you do.

        Grammar Notes Topic １ Lesson 1 My Family and Myself

● Basic sentence

● Use



V-て います

【TE-form】

＜Group 1＞
 ○います  かいます → かって

 ○ちます  まちます → まって

 ○ります  かえります → かえって

 ○にます  しにます → しんで

 ○びます  あそびます → あそんで

 ○みます  よみます → よんで

 ○きます → ○いて  かきます → かいて

 ○ぎます → ○いで  およぎます → およいで

 ○します → ○して  はなします → はなして

 いきます → いって

＜Group 2＞
 おきます → おきて

 たべます → たべて

＜Group 3＞
 します → して

 きます → きて

○んで

 ○ます → ○て

● Structure

→ ○って

→



① まいしゅう よう に ともだちに えいごを おしえています。
Maishuu suiyoobi ni tomodachi ni Eego o oshiete imasu.
I teach English to my friends every Wednesday.

② おっとは コンピューターの かいしゃで はたらいています。
Otto wa konpyuutaa no kaisha de hataraite imasu.
My husband works at a computer company.

③ わたしは しゅふです。しごとは していません。
Watashi wa shufu desu. Shigoto wa shite imasen.
I am a housewife. I do not have a job.

④ A: よしださんは どこに すんでいますか。
A: Yoshida-san wa doko ni sunde imasu ka.
A: Mr. Yoshida, where do you live?

B: 東京の くにたちに すんでいます。
B: Tookyoo no Kunitachi ni sunde imasu.
B: I live in Kunitachi, in Tokyo.

A. This sentence pattern indicates a present habitual practice.（①②③）

B. This sentence pattern indicates that the result of an action that has
been continued.（④）

● Commentary

● Example sentences 



２．N（ばしょ）＋に

東京に すんでいます。
Tookyoo ni sunde imasu.
I live in Tokyo.

Used when talking about where you live.

N
（Place）

に すんでいます。

① Ａ：どこに すんでいますか。
A: Doko ni sunde imasu ka.
A: Where do you live?

Ｂ：くにたちに すんでいます。
B: Kunitachi ni sunde imasu.
B: I live in Kunitachi.

● Basic sentence

● Example sentences 

● Structure

● Use



３．N（ばしょ）＋で

でんしゃの かいしゃで はたらいています。
Densha no kaisha de hataraite imasu.
I work at a train company.

Used when saying where you work or study.

で Vます

① Ａ：おしごとは なんですか。
A: Oshigoto wa nan desu ka.
A: What is your job?

Ｂ：

B: Kaishain desu. Densha no kaisha de hataraite imasu.
B: I am a company employee. I work at a train company.

② 私は がっこうで にほんごを べんきょうしています。
Watashi wa gakkoo de Nihongo o benkyoo-shite imasu.
I study Japanese at school.

N
（Place）

かいしゃいんです。
でんしゃの かいしゃで はたらいています。

● Basic sentence

● Use

● Structure

● Example sentences 



４．N（しゅだん）＋で

かいしゃまで でんしゃで きます。
Kaisha made densha de ikimasu.
I go to my office by train.

Used when describing how one goes to or comes to somewhere.

N
（Means）

で きます

● Structure

● Use

● Basic sentence



① Ａ：うちから ホテルまで どうやって きますか。
A: Uchi kara hoteru made doo yatte ikimasu ka.
A: How do you go to the hotel from your house?

Ｂ：でんしゃで きます。
B: Densha de ikimasu.
B: I go by train.

② Ａ：でんしゃで どのぐらいですか。
A: Densha de dono gurai desu ka.
A: How long does it take by train?

Ｂ：30分ぐらいです。
B: Sanjuppun gurai desu.
B: About 30 minutes.

A. 「で」 indicates that N is a means of travel.

B. When asking what means of travel were used, 「どうやって」 is used.
（①）

● Commentary

● Example sentences 


