
１．V‐る こと

しゅみは クラシックを 聞くことです。
Shumi wa kurashikku o kiku koto desu.
My hobby is listening to classical music.

Used when saying your hobby.

        Grammar Notes Topic １ Lesson 2 My Family and Myself

● Basic sentence

● Use



【RU-form / Dictionary form】

＜Group 1＞
 ○います → ○う  かいます → かう

 ○きます → ○く  かきます → かく

 ○ぎます → ○ぐ  およぎます → およぐ

 ○します → ○す  はなします → はなす

 ○ちます → ○つ  まちます → まつ

 ○にます → ○ぬ  しにます → しぬ

 ○びます → ○ぶ  あそびます → あそぶ

 ○みます → ○む  よみます → よむ

 ○ります → ○る  かえります → かえる

＜Group 2＞
 おきます → おきる

 たべます → たべる

＜Group 3＞
 します → する

 きます → くる

● Structure

○る ○ます →

N は こと ですV-る(hobby)



① Ａ：私の しゅみは おんがくを 聞くことです。
A: Watashi no shumi wa ongaku o kiku koto desu.
A: My hobby is listening to music.

Ｂ：どんな おんがくが 好きですか。
B: Donna ongaku ga suki desu ka.
B: What kind of music do you like?

Ａ：クラシックが 好きです。
A: Kurashikku ga suki desu.
A: I like classical.

② しゅみは 外国の コインを あつめることです。
Shumi wa gaikoku no koin o atsumeru koto desu.
My hobby is collecting the coins of foreign countries.

A. 「「こと」attaches to the dictionary form of verbs and transforms it into
a nominal form.

● Example sentences 

● Commentary



２．Nの とき／イA-い とき／ナA-な とき＿＿＿

こどもの とき、よく 本の アニメを ました。
Kodomo no toki, yoku Nihon no anime o mimashita.
When I was a child, I often watched Japanese anime cartoons.

わかい とき、よく りょこうしました。
Wakai toki, yoku ryokoo-shimashita.
When I was young, I often went on trips.

ひまな とき、りょうりを つくります。
Himana toki, ryoori o tsukurimasu.
When I'm free, I cook.

Nの

イA-い

ナA-な

● Structure

● Use

● Basic sentence

とき、 S

Used when talking about things you do/things you did at a certain time
period.



① がくせいの とき、よく りょこうを しました。
Gakusee no toki, yoku ryokoo o shimashita.
When I was a student, I often went on trips.

② うれしい とき、うたを うたいます。
Ureshii toki, uta o utaimasu.
When I'm happy, I sing songs.

③ Ａ：ひまなとき、何を しますか。
A: Himana toki, nani o shimasu ka.
A: When you're free, what do you do?

B：りょうりを つくります。
B: Ryoori o tsukurimasu.
B: I cook.

A. 「とき」 clause indicates when S takes place.

B. S indicates the tense.

● Commentary

● Example sentences 


