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じょしの ふくしゅう （ＢＰ１-２５まで）
① 「は」

② 「が」

③ 「を」

④ 「に」

Topic marker
(1) Topic (as for, explanation)
「これは～です」
(2) Contrast
① を→は、が→は
「ワインは のみますが、ビールは のみません」
「あたまは いたいですが、おなかは いたくないです」
② に→には、で→では、から→からは、まで→までは、と→とは
「きょうとには いきましたが、ならには いきませんでした」
「かいしゃでは にほんごを はなしますが、うちでは はなしません」
「６じからは だめですが、７じからは だいじょうぶです」
「８じまでは だいじょうぶですが、９じまでは だめです」
「ははとは はなしますが、ちちとは はなしません」
Subject marker
(1) Specify
「これが わたしの くるまです」
(2) Unknown subject
Q: 「だれが きましたか」
(3) そのこたえ
A: 「すずきさんが きました」
(4) New information
「あっ、すずきさんが きましたよ！」
(5) “There is/are ...”, Description の structure
「えきの まえに マクドナルドが あります」
(6) “…have/has …” の structure 「わたしは くるまが ２だい あります」
(7) 「～は～が + adj.」
「かのじょは めが おおきいです」
(8) 「～は～が（を）～たいです」
「わたしは みずが（を） のみたいです」
(9) 「～は～が + potential verb」
「わたしは りょうりが できます」
「わたしは にほんごが わかります」
(10) “but”
「やすいですが、おいしいです」
(11) Preliminary
「さとうですが、やまださん、いらっしゃいますか」
(1) Object marker 「ワインを のみます」、「ワインを ２ほん ください」
(2) Leaving
「うちを でます」、「バスを おります」
No particle
(3) Go through
「かどを みぎに まがってください」、「こうえんを さんぽします」
(1)  Indirect object marker (“receiver” of the action)
「ともだちに でんわを します」
(2)  “to” (goal, direction, location or target toward which the action or motion progress (to))
「[place] に + [direction の verb]」
「しんじゅくに いきます」
(3)  Location in/at which something exists, stays
「[place] に + [existence の verb]」 「ろっぽんぎに すんでいます」
「でんしゃに かさを わすれました」
(4) Specific time
「６じに いきます」、「かいぎの まえに でんわします」
(5)
「めぐろで でんしゃに のります」
に
を（leaving） 「えきに つきます」
で（[place]で action） 「だいがくに はいります」
(6) “work for”
「ABC ぎんこうに つとめています」
(7) Purpose
「スキーに いきます」
(8) “per”
「しゅうに ２かい にほんごを べんきょうしています」
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⑤ 「で」

⑥ 「へ」
⑦ 「から」
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(1) By means of (using)
「にほんごで はなします」、「カードで はらいます」
(2) Group
「３にんで いきます」、「ぜんぶで いくらですか」
(3) Location in/at which the action occurs or is done.
「[place] で + [action]」 「マクドナルドで ひるごはんを たべました」
(4) 「～のあとで」
「レッスンの あとで マクドナルドに いきます」
(5) 「[place]で (event, accident)が あります」
「MLC で パーティーが あります」
 “to”, “towards” (direction) 「ゴールデンウィークに ハワイへ いきます」

(1) “from” (beginning point in time or place, origin)
「うちから えきまで ５ふんです」
(2) Reason の marker, 「[reason] + から、～」
「きのうは あめでしたから、どこにも いきませんでした」
⑧ 「まで」
(1) “until” (up to and including) 「６じまで しごとを します」
(2) “to” 「～から～まで」
「うちから かいしゃまで ４５ふんです」
⑨ ｢までに｣ “by” (time)
「６じまでに いきます」
⑩ 「の」
(1) Possessive marker
「これは わたしの ほんです」
(2) “...’s”, “of” (belonging to)
「これは にほんの くるまです」
(3) Apposition (belonging to) 「こちらは せんせいの なかむらさんです」
(3) hyphen
「でんわばんごうは ０３－３４９３－３７２７です」
⑪ 「と」
(1) “[noun] and [noun]”
「コーヒーと チーズケーキを おねがいします」
(2) “With”
「ともだちと いきます」
⑫ 「や」
“and” (etc.)
「にっこうに おてらや じんじゃ（など）が あります」
⑬ 「か」
(1) Question marker
「だいじょうぶですか」
(2) “or”
「コーヒーか こうちゃを ください」
⑭ 「も」
(1) “also”, “too”, “as well as” 「わたしも いきます」
① は→も、が→も、を→も
「これは １００えんです。 これも １００えんです」
「これが いいです。 これも いいです」
「これを ください。これも ください」
② に→にも、で→でも、から→からも、と→とも
「うちにも ＰＣが あります」
「かいしゃでも ときどき べんきょうします」
「７じからも だめです。 ８じからも だめです」
「かいしゃの ひととも にほんごで はなします」
(2) (だれ、なに etc.) +も+neg. 「だれも きませんでした」、「なにも ありません」
⑮ 「ね」
Asking for agreement; agreement (sharing emotion)
「おいしいですね」、「そうですね」
⑯ 「よ」
Telling; giving information
「これ おいしいですよ」
⑰ 「ごろ」
“around” (time)
「９じごろに でんわします」
time

⑱ 「ぐらい」 “about” (quantity/time)

「８じかんぐらい ねました」
quantity

「８じぐらいに かえります」
time

⑲ 「でも」

“any...+ [OK] ”

「なんでも いいです」、「いつでも いいです」
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