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Lesson13 Daily action  T= Transitive  I= Intransitive  
Dictionary  

Verb 
T/I Conversation 

‘ます’form 
Meaning Example  

 おきる I おきます Wake up ５じ に おきます。 
 あらう T あらいます Wash かお を あらいます。 
  きる T きます Wear ようふく を きます。 
 いう T いいます Say ｢いただきます｣といいます。 
づたべる T たべます Eat すし を たべます。 
の のむ T のみます Drink みず を のみます。 
いく I いきます Go しごと に いきます。 
ゐ くる I きます Come かいしゃ に きます。 
 はなす T はなします Talk えいご を はなします。 
 よむ T よみます Read しんぶん を よみます。 
へ かく T かきます Write かんじ を かきます。 
 きく T ききます Listen Radio を ききます。 
つかう T つかいます Use Computer  を つかいます。 
 かける T かけます Call でんわ を かけます。 
ウ みる T みます Watch えいが を みます。 
 かう T かいます Buy くるま を かいます。 
 あう I あいます Meet ともだちに あいます。 
 する T します Do Sports (Noun)をします。 
 かえる I かえります Go back うち に かえります。 
つくる T つくります Make ばんごはん を つくります。 
み ねる I ねます Sleep １０じ に ねます。 
 C.f. Verb conjugation list   ‘ U’ verb, ‘ RU’ verb, Iregular verb   
‘ます’ Form Conjugation(Conversation form) 
いく Dictionary               go 
いきます positive present        go 
いきません negative present     do not go 
いきました past present         went  
いきませんでした negative past  did not go 
E.g. Q: きのう あなたは しごとに いきましたか。 

A: いいえ、(きのう わたしは しごとに)いきませんでした。 
Q:  あしたは しごとに いきますか。 
A:  いいえ あしたも しごとに いきません。 
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Lesson14 ‘い’Adjective 

あかるい Bright or Positive くらい Dark or Negative 
あたらしい New  ふるい  Old ( for thing) 
あつい Hot  さむい Cold 
いい Good わるい Bad 
うつくしい Beautiful or clean きたない Dirty  
おいしい Tasty まずい No Tasty 
おおきい Big ちいさい Small  
おもしろい Interesting つまらない Boring  
たのしい Enjoyable    
かわいい Cute  みにくい Ugly  
たかい Expensive / Tall  やすい Cheap  
つよい Strong  よわい Weak 
ながい Long みじかい Short 
はやい Fast or Early おそい Slow or Late 
ひろい Wide / Large せまい Narrow  
むずかしい Difficult  やさしい Easy / Kind 
い Adjective Conjugation  details page 24 
おおきいです。 positive present   おおきくないです。 negative present   
アメリカは おおきいです が ジャマイカは ちいさいです。 
America is big but Jamaica is small. 
にほんごは むずかしいです が たのしいです。 
Japanese is difficult but enjoyable. 
わたしのへやは ちいさく(せまく)ないです が おおきく（ひろく）ないです。 
My room is not small but not big. 

 
Exercises 
ジャマイカは       が Canada は       です。 
          Hot                       Cold 
ひこうきは         がＢus は         です。 
Air plane     Fast                        Slow  
Modify noun 
‘い’Adjective＋Noun  
おおきいうち＝ Big house むずかしいほん＝Difficult book 
これは たかい ほんです。＝This is an expensive book. 
この ほんは たかいです。＝This book is expensive. 


