
１．S（ふつうけい） んです

この かばんは あねに もらったんです。
Kono kaban wa ane ni morattan desu.
I received this bag from my older sister.

Used when explaining in detail the situation or reason of something.

Ｓ
（Plain form）

ん です

   【Plain form】

Affirmative Negative Affirmative Negative

V  Ｖ-る  Ｖ-ない  Ｖ-た  Ｖ-なかった

イＡ  イＡ-い  イＡ-くない  イＡ-かった  イＡ-くなかった

ナＡ  ナＡだ→ナＡ-な  ナＡ-じゃない  ナＡ-だった  ナＡ-じゃなかった

Ｎ  Ｎだ→Ｎな  Ｎ-じゃない  Ｎだった  Ｎ-じゃなかった

        Grammar Notes Topic 9 Lesson 17 Celebrations

● Use

● Basic sentence

● Structure

Plain form

Non-past Past



① Ａ：その 時計、すてきですね。
A: Sono tokee, suteki desu ne.
A: That watch is very nice.

Ｂ：ありがとうございます。 に もらったんです
B: Arigatoo gozaimasu. Haha ni morattan desu.
B: Thank you very much. My mother gave it to me.

② Ａ：どうしたんですか。
A: Doo shitan desu ka.
A: What's wrong?

Ｂ：少し 頭が いたいんです。
B: Sukoshi atama ga itain desu.
B: My head hurts a little.

③ Ａ：かわいい シャツですね。
A: Kawaii shatsu desu ne.
A: That's a cute shirt.

Ｂ：これ、あねに もらいました。誕 の プレゼントなんです。
B: Kore, ane ni moraimashita. Tanjoobi no purezentonan desu
B: I got this from my older sister. It was a birthday present.

● Example sentences



２．A は B に C を あげます

ジョイさんは さとうさんに 花を あげます。
Joi-san wa Satoo-san ni hana o agemasu.
Joy will give flowers to Ms. Sato.

N1
（Person）

は／が
N2

(Person）
に

N3
（Things）

を あげます

① マリーナさんは 秋川さんに チョコレートを あげました。
Mariina-san wa Akikawa-san ni chokoreeto o agemashita.
Marina gave Ms. Akikawa chocolate.

② きょねんの の に に 花を あげました。 
Kyonen no haha no hi ni haha ni hana o agemashita.
I gave flowers for Mother's Day last year.

A. This sentence pattern indicates that N1 gives N3 (things) to N2.

B. N2 can never be the speaker (I).
Example) X マリーナさんは私にチョコレートをあげました。

● Basic sentence

● Use

● Structure

● Example sentences

● Commentary

Used when talking about who you will give a present to or what you will
give.



３．B は A に／から C を もらいます

さとうさんは ジョイさんに／から 花を もらいます。
Satoo-san wa Joi-san ni / kara hana o moraimasu.
Ms. Sato will receive flowers from Joy.

N1
（ ）

は／が
N2
（ ）

に
N3

（もの）
を もらいます

① 秋川さんは マリーナさんに チョコレートを もらいました
Akikawa-san wa Mariina-san ni chokoreeto o moraimashita.
Ms. Akikawa received chocolates from Marina.

② 中さんは お さんから ペンを もらいました。
Yamanaka-san wa okosan kara pen o moraimashita.
Mr. Yamanaka received a pen from his child.

A. This sentence pattern indicates that N1 received N3 (things) from N2.

B. N2 can never be the speaker (I).
Example) X  マリーナさんは私にチョコレートをもらいました。

● Basic sentence

● Commentary

● Example sentences

● Structure

● Use
Used when talking about someone that has received something or what
they received.



４．V（ふつうけい）+ N

ちゃんが 着る もの
Akachan ga kiru mono
Something a baby wears

Used when explaining about something in detail.

Ｖ(Plain form） N

① けっこんの お祝いに 料理の とき 使う ものを あげます。
Kekkon no oiwai ni ryoori no toki tsukau mono o agemasu.
When I give a wedding gift, I give something that can be used for cooking.

② Ａ：しゅっさんの お祝いに どんな ものを もらいましたか。
A: Shussan no oiwai ni donna mono o moraimashita ka.
A: What did you receive as a gift when you had a baby?

Ｂ： ちゃんが あそぶ ものを もらいました。
B: Akachan ga asobu mono o moraimashita.
B: I received something the baby can play with.

A. V modifies N.

● Commentary

● Example sentences

● Structure

● Use

● Basic sentence


