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BP1-10 (202101)

じょし (Particles)
① は

Topic marker （explanation）

② が

Subject marker

ex. これは テキストです。

(1) Unknown subject

だれが きましたか。

(2) その answer

すずきさんが きました。

(3) New information

あ！ バスが きました！

(4) Description: 「～に ～が あります／います」
めぐろに MLC が あります。
③ を

Object marker

ワインを のみます。。

④ に

 (1) “to” (goal)

しんじゅくに いきます

 (2) Location in/at which something exists, stays
トイレは １かいに あります。
⑤ で

 (3) Specific time

にちようびに かぶきを みます。

(1) “by means of”, using

タクシーで かえりました。

(2) Location in/at which the action occurs or is done.
マックで ひるごはんを たべました。
(3) Group

３にんで いきます。

⑥ へ

“to”, “towards” (direction)

しゅうまつに はこねへ いきます。

⑦ から

(1) From (beginning point in time or place)
うちから えきまで ５ふんです。
(2) Reason の marker

あしたは やすみですから、うちに います。

⑧ まで

Until (up to and including)

６じまで しごとを します。

⑨ の

(1) Possessive marker

これは わたしの ほんです。

(2) Belonging

これは にほんの くるまです。

(3) Hyphen

でんわばんごうは 03-3493-3727 です。

(1) “and”, [noun]と [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。

⑪ や

“and”, ”and so on”

ペンや ノートが あります。

⑫ か

Question marker

だいじょうぶですか。

⑬ も

(1) “also”, “too”, “as well as” わたしも いきます。

⑩ と

(2) (だれ、なに etc.)も＋[neg.] （Nobody, Nothing etc.）
だれも きませんでした。
⑭ よ

Telling, Giving information

これは おいしいですよ。

⑮ ね

(1) …, right? …, isn’t it?

きょうは １５にちですね。

(2)

いいですね。

! (exclamation mark)

1/3

Meguro Language Center

BP1-10 (202101)

QUIZ 1
（１） まちがいさがし

Please find the mistakes and correct them.

① きのう えびすで いきました。
② あした うちに べんきょうします。
③ あしたに ひこうきで おおさかに いきます。
④ おおさかに かいぎを します。
⑤ から あした まで あさって きょうとに いきます。
⑥ かのじょは にほんじんです も。
she

⑦ Ｑ： だれは パーティーに きましたか。
Ａ： さとうさんと たかはしさんと きむらさんは きましたよ。
⑧ ポケットの なかで けいたいでんわが あります。
⑨ きのう しぶやに イヤホンを かいました。
（２） じょしを いれて ください。
① わたし(

Please fill in the blanks with the correct particles.

) にちようび（

） ともだち（

） ぎんざ（

） いきます。

② Q: マクドナルドは どこですか。
A: マクドナルド（
③ いつも でんしゃ（

） えき（

） まえ（

） かいしゃ（

） あります。

） いきます。

always

④ デパート（
⑤ わたし（

） これ（

） かいました。

） ときどき でんしゃ（
sometimes

） なか（

⑥ A: つぎの レッスンは かようびです（

） おんがく（
music

） ききます。

）。(right? isn’t it?)

B: はい、そうです。
⑦ A: あしたから エジプトに いきます。
B: そうですか。 いいです（

）。

⑧ A: この チョコレート、どうぞ。 とても おいしいです（

）。

B: ありがとうございます。
⑨ Ｑ： どうして きのう ＭＬＣ(

) きませんでしたか。

Ａ： すみませんでした。パーティーでした（

）。
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QUIZ ２
（１） まちがいさがし

Please find the mistakes and correct them.

① きのう テレビが みませんでした。
② きのう にほんごが べんきょうを しました。
③ となりの へやで だれは いません。
④ あした でんしゃに よこはまで いきます。
⑤ わたしは らいげつ ともだちの ハワイに いきます。
⑥ わたしは ワインが のみます。 ビールをも のみます。
⑦ きょうは あめです、テニスを しませんから。
rain

⑧ タクシーのりばは えきのまえで あります。
⑨ うちに あさごはんを たべました。
⑩ ＭＬＣに にほんごの べんきょうを します。

（２） じょしを いれて ください。
① ひるやすみ（
② テーブル（

Please fill in the blanks with the correct particles.

） １２じ（
） うえ（

） １じ（
） なに（

） ありません。

③ Ｑ： ぎんこうは ５じまで です（
Ａ： いいえ、３じまで です（
④ きのう わたし（
⑤ なりた（

⑥ きのう わたしは うち（

）。 (right? isn’t it?)
）。 (Telling)

） ともだち（

） ハワイ（

） です。

） ぎんざ（

） ひこうき（

） しました。

） ８じかんです。

） たくさん ビール（

⑦ Ａ： あした だれが きょうと（

） かいもの（

） のみました。

） いきますか。

Ｂ： ともだち（

） いきます。

Ａ： ともだち（

） いつ とうきょう（

） かえりますか。

Ｂ： あさって かえります。
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