
Chapter 13 Grammar 
 
 
Potential verbs 
 
Rules 
る verb    う verb    他の verb 
drop る add られる   drop う add える   来

く

る→来
こ

られる 
⾒る→⾒られる    ⾏く→⾏ける    する→できる 
⾷べる→⾷べられる   読む→読める 
 
Examples 
⽇本語が話せますか。 
Can you speak Japanese 
 

明⽇、教会に⾏って、昼ごはんを⾷べて、勉強して、テニスをするつもりので、あそべません。 
Tomorrow I intend on going to church, eating lunch, studying and then playing tennis, and so I canʼt hang out 
 

電気スケートボードを買えます。 
I can buy an electric skateboard 
 

⾬がふっているので、⾃転⾞に乗りません。 
Because itʼs raining, I canʼt ride my bike 
 

よく料理ができます。 
I can cook well 

 
＊Most verbs can use the を or が particle, but できる will always follow the が particle 
 
 
It Looks Like 
 
Rules 
い adjective    な adjective    他の adjective 
drop い     drop な      
おいしい→おいしそう   元気→元気そう    いい→良さそう 
 
Examples 
明⽇の天気は良さそうです。 
The weather looks like it will be good tomorrow 
 

数学の先⽣はやさしくなさそうです。 
The maths teacher doesnʼt look very nice 
 

彼⼥のうではいたそうです。 
Her arm looks sore 
 

⺟はバスケットボールが上⼿じゃなさそうです。 
It doesnʼt look like mum is good at basketball 

 
＊For negative adjectives (くない and じゃない) drop the い and add さそう 
 
 



Reasons 
 
Rules 
clause し clause し situation  
い adjective    な adjective    noun  
おもしろいし    元気だし    学⽣だし 
 
Examples 
私はあたまがいいし、あまりかまわないし、試験を勉強しなくてもいいです。 
Iʼm smart and I donʼt really care much, so I donʼt need to study for the exam 
 

ねむいし、晩ご飯を⾷べたいし、⺟は「帰ったほうがいい」と⾔ったから、もうすぐ出ます。 
Iʼm tired, I want to eat dinner, and mum said I should return home, so Iʼm going to leave soon 
 

⾞のめんきょうをとったし、１８歳になったし、⾃⽴できます。 
I got my car licence, and I turned 18, so Iʼm independent 
 

教えるのが上⼿だし、親切だし、いい先⽣だと思います。 
Heʼs good at teaching, and heʼs kind, so I think heʼs a good teacher 
 
 
Trying something 
 
Rules 
clause in て form + みる・みたい 
 
Examples 
姉は「⾃分のうでのほねがこわしてみたい」と⾔いました。 
My older sister said she wants to try break her own arm 
 

アメリカに⾏ってみたいです。 
I want to go to America 
 

⽇本語のレポートを出すの前に、⽇本⼈の友達に聞いてみます。 
Before I hand in my Japanese report, I will try ask my friend 
 

コンピュータがこわれたので、なおしてみました。 
Because my computer broke, I tried fixing it 
 

＊ 〜みる is always written in hiragana 
 

 
Contrast and limitation 
 
Rules 
clause なら clause 
 
Examples 
⾃転⾞なら乗ったことがあるけど、バイクに乗ったことがありません。 
I have ridden a bicycle, but I have not ridden a motorbike before 
 

来週の週末なら⾏けますが、今週の週末いそがしいので、⾏けません。 
I can go next weekend, but Iʼm busy so I canʼt go this weekend 
 

シドニーなら⾏ったことがありますが、パース⾏ったことがありません。 
Iʼve been to Sydney before, but I have never been to Perth 



Period and frequency/frequency per period 
 
Rules 
period に frequency  
 
Examples 
⽇に２回はをみがきます。 
I brush my teeth twice a day 
 

⼀週間に 3 回ぐらい髪を洗います。 
I wash my hair about three times a week 
 

友達は週に３０時間勉強します。 
My friend studies thirty hours a week 
 

私は⼀年に２回ぐらいプレゼントをもらいます。 
I receive about two presents a year 

 
 
 
 
	


