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桑港学園 中級２ 太田 

Week 5 と 6 のふくしゅう 
 

Instructions: Review this lesson and try the exercises on the next page.  After going over the answers 

in class, you will find the answer key on the website. 
 

文法
ぶんぽう

（grammar) 

 Showing what you want to do 

～たい：ます形―ますたい （～たい conjugates as an い adj.） 

（たがっています、たいそうです for a third person） 

  お茶
ちゃ

が飲みたいです。お茶が飲みたかったです。 

  お茶が飲みたくないです。お茶がのみたくなかったです。 
 

 Contrastive conjunctions 

～が/けれど/けど (In spoken Japanese, が follows long forms, not plain forms.) 

 (formal←→ casual) 

 あしたはテストですが、友だちと遊
あそ

びたいです。 

 あの店
みせ

に行ったけど、休みでした。 

 あの店に行きましたけど、休みでした。  

 

表現
ひょうげん

（expressions) 
 How to make a phone call 

もしもし。   さんのお宅
たく

ですか。 

 
 How to deal with a wrong number 

いいえ、ちがいます。―あ、どうもすみません。まちがえました。 

 

 How to introduce a question politely 

あの、ちょっとうかがいたいんですが。（うかがいますが。） 

あの、ちょっとおたずねしたいんですが。（おたずねしますが。） 

 
 How to ask about office hours 

<time/date>は、やってますか。 

きょうの午後、やってますか。 

 
 How to make an appointment 

じゃ、<time/date>お願
ねが

いしたいんですが。（します。） 

 じゃ、あしたの午後お願いしたいんですが。 

<topic><purpose>たいんですが。 

 テストのことで、ちょっとご相談
そうだん

したいんですが。 

<time/date>はどうですか。（どうでしょうか。） 

 2時ごろはどうでしょうか。 
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桑港学園 中級２ 太田               名前           

Week 5 と 6 のふくしゅう 

練習
れんしゅう

１ 

Translate the following sentences, using んです(が).   (So=それで、) 

 
1) I have a cold. So, I’d like to be absent 2) I’d like to go to the bathroom…. 
    from class today….     
 
 
 
3) I’d like to drink water….   4) My mother is sick. So, I’d like to take a day-off  

      tomorrow. 
 

 

5) I have a headache. So, I’d like to leave 6) I’d like to make a reservation tomorrow…. 

    here (go home) earlier…. 

 

 

練習２ 
Translate the following sentences into Japanese. 

1) This morning I didn’t want to eat breakfast, but I did. 

2) Hello.  Is this the Pitt residence?  Is Brad there? 

3) I’m sorry, I have misdialed. 

4) Are you open this afternoon? 

5) What are your opening hours? 

6) What time is a good time for you? 

7) My apartment is old, but quiet and convenient. 

8) Excuse me, but may I ask a question? 

9) A: Are you free this afternoon? 

10) B: No, I’ll go and see a movie with my friend. 

11) I wanted to eat Japanese food, so I went to Japantown and ordered sushi. 

12) What’s the matter? [Informal] 

 


