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はははは 

P Structural patterns Examples Notes GENKI は X はははは Y です 

X はははは {N desu / V / Adj.} 

topic marker; contrast 

‘as for (X)’; 

‘(X), at least’ 

わたし  はははは  がくせい  です。    (わたしはははは)にねんせいです。 

Watashi wa gakusee desu.      (Watashi wa) ni-nensee desu. 
‘(As for me,) I’m a student.’   ‘(As for me,) I’m a sophomore.’ 

“X はははは” is often 

dropped. 

L1:39 やまださんははははがくせいじゃ{ないです / ありません}。 

Yamada-san wa gakusee ja { nai desu / arimasen}. 

‘(As for) Mr. Yamada(, he) is not a student.’ 

‘Mr. Yamada is not a student, (at least).’ 

 L2:65-66 きのうはははは 忙いそがしかったです。でも、今 日きょうははははひまです。 

‘(As for) yesterday, I was busy, but I have a lot of free time 

today, (at least).’ 

 L5:130-

131 

(あなたはははは)よくコーヒーをををを  飲のみますか。 

‘(As for you,) do you often drink coffee?’ いいえ、(コーヒーはははは) ぜんぜん飲のみません。 でも、お 茶ちゃ はははは よく飲のみます。 

‘No, I don’t drink [coffee] at all, (at least), but I often drink 

tea, (at least).’ 

 

 

 をををを→はははは 

L11:257 

今日(私はははは) 病びょう院いんに  行きます。 でも、学校にはははは行きません。 

‘(As for me,) I’ll go to the hospital today, but I won’t go to 

school, (at least).’ 

 

 に→にはははは 

(another particle) はははは 

L11:258 

自じ 転てん車しゃで学校に行きます。バスではははは行きません。 

‘I go to school by bicycle. I don’t go by bus, at least.’ 

 

(あなたはははは)うちで  新聞を読みますか。 

‘(As for you,) do you read the newspaper at home?’ いいえ、(うちではははは) 読みません。でも、図と 書しょ館かん ではははは  読みます。 

‘No, I don’t read it [at home, (at least) ], but I do at the 

library, (at least).’ 

で→ではははは 

(another particle) はははは 

L11:257 

 

 かかかか 

P Structural patterns Examples Notes GENKI か 

1 

(X は Y です)かかかか。。。。 

question marker 

(Yes / No-Q) 

‘Is X Y?’ 

(あなたは)りゅうがくせいです  かかかか。。。。 

(Anata wa) ryuugakusee desu ka. 

‘Are you an international student?’ 

 L1:39 

(X は QW です)かかかか。。。。 

question marker (WH-Q) 

‘QW is X?’ 

 

(QW . . . )かかかか。。。。 

question marker (WH-Q) 

‘QW . . . ?’ 

せんこう  は  なん  です  かかかか。。。。 

Senkoo wa nan desu ka. 

‘What is your major?’ 

 L1:39 どれがみちこさんのかさですかかかか。。。。 

Dore ga Michiko-san no kasa desu ka. 

‘Which one is Michiko’s umbrella?’ 

 L2:63 週しゅう末まつはたいてい 何なにをしますかかかか。。。。 

‘What do you usually do on the weekend?’ 

 L3:84 か 

2 

Xかかかか Y 

alternative 

‘X or Y’ 

韓かん国こくかかかか 台たい湾わんに行くつもりです。 

‘I intend to go to Korea or Taiwan.’ 

 L10:228 
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もももも 
P Structural patterns Examples Notes GENKI も 

1 

(X)もももも(Y です。) 

(X)もももも{N desu / V / Adj.} 

similarity 

‘also’;  

‘. . ., too’;  

‘. . ., either’ 

メアリーさんははははがくせいです。わたしもももも  がくせい  です。 

Mearii-san wa gakusee desu.      Watashi mo gakusee desu. 

‘Mary is a student.’      ‘I’m a student, too.’ 

はははは →もももも L2:65 

( 私わたしは) 時 計とけい
 をををを 買かいました。 かさもももも   買かいました。 

‘I bought a watch.’   ‘I also bought an umbrella.’ 

をををを →もももも L4:111 

( 私わたしは)今 日きょう
 図と 書しょ館かんに  行いきませんでした。 大学に  もももも  行いきませんでした。 

‘I didn’t go to the library today.  I didn’t attend college, either.’ 

 

 に→にもももも 

(another particle) もももも 

L4:111 も 

2 

QWもももも 

emphasis 

‘(not) any’ 

A:今 何なにをしていますか。 B: 別べつに 何なにももももしていません。 

‘What are you doing now?’      ‘I’m not doing anything in  

                                               particular.’ 

何なに もももも - in a 

negative sentence 

only 

L7:167 

L8:196 

A:今 日きょうどこかに行く？  B:ううん、どこにもももも行かない。 

‘Will you go anywhere today?’ ‘No, I will not go anywhere.’ 

QW (another 

particle) もももも 

L10:235 

 のののの 
P Structural patterns Examples Notes GENKI の 

1 

Noun 1のののの Noun 2 

N 1 specifies N 2 

‘N1’s N2’;  

‘N1 N2’;  

‘N2 {of/at/in/for/by/on} 

N1’ 

えいご  のののの  せんせい                    みちこさん  のののの  かばん 

eego no sensee         Michiko-san no kaban 

‘an English teacher’                   ‘Michiko’s bag’ 

‘a teacher of English’ 
 とうきょうののののだいがく        cf. とうきょうだいがく 

Tookyoo no daigaku      Tookyoo daigaku 

‘a university in Tokyo’      ‘the University of Tokyo’ 

 L1:44 

病 院びょういんは 本ほん屋やのののの 右みぎです。 

‘The hospital is to the right of the bookstore.’ 
 本ほん屋やは 病びょう院いんとスーパー  のののの 間あいだです。 

‘The bookstore is between a hospital and a supermarket.’ 

N2 = location word L4:109 

日本語のののの  勉べん 強きょう ををををします。 

‘I do Japanese language study.’ 

cf. 日本語をををを  勉べん 強きょうします。 

     ‘I study the Japanese language.’ 

 L8:197 

A: 午ご 前ぜんと午ご後ごのののの 便びんがありますが . . . . . 。 

 ‘We have a morning flight and an afternoon flight, but . . .’ 

B: 午ご 前ぜんのののの( 便びん)をお 願ねがいします。 

 ‘A morning flight, please.’ 

 

 

 

 

N2 may be omitted. 

L10:228 

 

 

 

L10:233 
 

Special uses of のののの の 

2 

V-shortのののの 

nominalizer 

‘-ing’ 

(私は) 音おん楽がくをきくののののが好すきです。 

‘I like listening to music.’ 

 L8:194 の 

3 

Adj. のののの 

pronoun 

‘one’ 

A: もう辞じ 書しょを買かいましたか。 

 ‘Have you already bought a dictionary?’ 

B: ええ、小さい{辞じ 書しょ ／  のののの}を買かいました。 

 ‘Yes, I bought a small {dictionary / one}.’ 

C: 私は 便べん利りな{辞じ 書しょ ／  のののの}を買かいました。 

 ‘As for me, I bought a useful {dictionary / one}.’ 

NEVER say:  

Adj.のののの Noun     

       ↑  WRONG 

 

 

 

MUST retain na in 

na-Adj. 

L10:233 
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がががが 
P Structural patterns Examples Notes GENKI が 

1 

(X は) (subject)がががが~ 

subject marker 

target 

emphasis 

no English equivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれががががみちこさんのかさですか。 

Dore ga Michiko-san no kasa desu ka. 

‘Which one is Michiko’s umbrella?’ 

NEVER say どれは. はははは does not mark 

QW. 

L2:64 

(私はお金がががが) 千円あります。  

‘I have 1,000 yen.’あそこに 病びょう院いんががががあります。 

‘There is a hospital over there.’ 
 ここにいぬ  ががががいます。 

‘There is a dog here.’ 公こう園えんにこどもがががが二 人ふたりいます。 

‘There are two children in the park.’ 

Do NOT say 千円が. 
 

(place)  に  (inanimate 

thing)ががががある 

 

(place) に  (animate 

thing)ががががいる 

 

Do NOT use を. 

L4:107-

108 

七時にパーティーがががが  始はじままままりりりります。 

‘The party will begin at 7:00.’ 

cf. 七時にパーティーをををを  始はじめめめめます。 

   ‘We’ll begin the party at 7:00.’ 

(sth.)がががが 始はじままままる 

cf. 

{s.o. / sth.}が(sth.)をををを 始はじめめめめる 

L9:211 

 

 

L8:189 京きょう子こさんは 足あし がががが 長ながいです。手てもももも 長ながいです。 でも、 髪かみははははみじかいです。 

‘Kyoko has long legs. She also has long arms, but she has 

short hair(, at least).’ 
 

(私は)おなかがががが  痛いたいです。 

‘I have a stomach ache.’ 道子さんは 成せい績せきががががいいです。 

‘Michiko has a good record.’ 
 図と 書しょ館かんはいつも学生がががが 多おおいです。 

‘There are always many students in the library.’ 

A (s.o. /sth.)は Bがががが 

C (adjective)  
 B = body part 

 C = physical attribute  
 

* が may be replaced 

by も (similarity) or  は (contrast). 
 

Do NOT say いい成せい績せきがある. 

Do NOT say 多おおい学生. (There are many 

X � Xががががおおい) 

L7:172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L12:268 姉あねは{本／本を読むの}がががが 好すきです。 

‘My older sister likes {books / reading books}.’ 
 兄あには{ 英えい語ご／ 英えい語ごを 話はなすの}がががが 下へ手たです。 

‘My older brother is bad at {English / speaking English}.’ 

A (s.o. /sth.) は Bがががが C 

(adjective) 

         ↑ 

fondness; ability 

{すき/きらい/じょうず/へた}です 

L8:194 

(私は)こどもがががが二 人ふたりいます。 

‘I have two children.’ 

(あなたは) 兄きょう弟だい がががが 何なん人にんいますか。 

‘How many brothers and sisters do you have?’ 

A (s.o. /sth.) は Bがががが
C (#-counter - NO 

Particle){いる/ある} 

 

 

L7:174 

( 私わたしは)日に 本ほん語ご  がががが わかります。 

‘I understand Japanese language. 

‘(As for me), Japanese is understandable.’  

(私は)お 金かね ががががいります。 

‘I need money.’ ‘(As for me), money is necessary.’ 

(私は)のどがががが  渇かわ きました。 

‘I got thirsty.’; ‘(As for me), my throat got dry.’ 

A (s.o. /sth.) は Bがががが C 

(verb) 

      ↑ 

ability; need; 

physical attribute  

 

Do NOT use を. 

L4:105 

 

 

 

L8:188 

 

 

 

L12:269 
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 が 

2 

(clause 1)がががが、、、、(clause 

2)。 

contrast 

‘(clause 1), but (clause 

2).’ 

この辞じ 書しょは 安やすいですがががが、、、、あまりよくありません。 

‘This dictionary is cheap, but it is not very good.’ 

Comma (、) must be 

AFTER がががが. 

L7:180 

が 

3 

(clause 1)がががが、、、、(clause 

2)。 

connective 

‘(clause 1), but (clause 

2).’ 

このかさは古いですがががが、、、、どうぞ（ 使つかってください）。 

‘This bamboo hat is old, but please (use it.)’ 

Comma (、) must be 

AFTER がががが. 

L10:338 

 

 ねねねね 
P Structural patterns Examples Notes GENKI ね (sentence)ねねねね。。。。 

confirmation 

agreement 

alignment 

casual exclamation 
 

Tag-Q (e.g.) 

‘isn’t it?’     ‘is it?’ 

‘don’t you?’  ‘do you?’ 

‘right?’         ‘you know’ 

専せん攻こうは 経けい済ざいです  ねねねね。。。。 

Senkoo wa keezai desu ne. 

‘Your major is economics, right?’ 
 高たかいです  ねねねね。。。。 

Takai desu ne. 

‘It’s expensive, isn’t it!’ 

NO comma (、) 

beforeねねねね 

L2:66 

 

 

 

 

L2:58 

 

 よよよよ 
P Structural patterns Examples Notes GENKI よ (sentence)よよよよ。。。。 

certainty; assertion 

‘I tell you’ 

‘I assure you’ 

‘I’m telling you’ 

おいしい  です  よよよよ。。。。 

Oishii desu yo. 

‘It’s delicious, I assure you.’ 

NO comma (、) 

beforeよよよよ 

L2:59 

L2:66 
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をををを 
P Structural patterns Examples Notes GENKI を 

1 

(direct object)をををを
(transitive V) 

direct object marker 

No English equivalent 

そのとけいををををください。 

Sono tokee o kudasai. 

‘Give me that watch (close to you).’ 

 L2:58 これををををおねがいします。 

Kore o onegai-shimasu. 

‘I will have this one.’  lit. ‘I request (that you do) this one.’ 

 L2:59 

L2:67 たいていきっさてんでコーヒーをををを  飲のみます。 

‘I usually drink coffee at the coffee shop.’ 

 L3:87 切きっ手て  をををを 四よん枚まいください。 

‘Please give me four stamps.’ 

(sth.)をををを 

#-counter (NO を) ください 

L2:67 

L5:128 

(私は) 車くるま をををを 運うん転てん します。 

‘I drive a car.’ 

(私は) 車くるま の  運 転うんてん
 ををををします。 

‘I drive a car.’  lit. ‘I do car-driving.’ 

 L8:189 

L8:197 ねこはミルクをををを飲みたがっています。 

‘A cat wants to drink milk.’ 

 

cf. (私は)水{が／を}飲みたい。 

  ‘I want to drink water.’ 

(s.o. / sth.)は  (s.o. / 

sth.)をををを V-stem {たがる ／たがっている} 

L11:255 

を 

2 

(starting point)をををを
(intransitive V) 

detachment; 

starting point where 

some movement begins 

‘out’; ‘off;’; ‘from’ 

次つぎのバス 停ていでバスをををを  降おります。 

‘I will get off the bus at the next bus stop.’ 

 L6:149 きのう 学 校がっこうをををを 休やすみました。 

‘I was absent from school yesterday.’ 

 L6:149 駅えきの 東ひがし口ぐちをををを 出でてください。 

‘Please go out the east exit of the station.’ 

 L6:316 

L9:211 を 

3 

(passing point)をををを
(intransitive V) 
 

space where some 

(unidirectional) 

movement occurs 

‘in’; ‘on’; ‘across’;  

‘through’ 

あの 道みち をををを 渡わたってください。 

‘Please cross that street (over there).’ 次つぎの 角かどをををを 左ひだりに曲まがってください。 

‘Please turn left at the next corner.’ 

 L6:165 

毎まい日にち公こう園えんをををを 散さん歩ぽします。 

‘I take a walk through the park every day.’ 

 L9:211 

 おじいさんは 長ながい 山やま道みち をををを 歩あるいて帰りました。 

‘The old man went home by walking on the long mountain 

road.’ 

 L10:339 

 

 へへへへ 
P Structural patterns Examples Notes GENKI へ (place)へへへへ 

direction 

goal of movement 

‘to’ 

九く時じに 学がっ校こう へへへへ 行いきます。 

‘I will go to school at 9:00.’ 

へへへへ may be replaced 

byにににに. 

L3:91 
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にににに 
P Structural patterns Examples Notes GENKI に 

1 

(time / date)にににに 

a specific point in time 

‘at’; ‘on’ 

九く時じ  にににに 学がっ校こうに行いきます。 

‘I will go to school at 9:00.’ 
 日にち曜よう日び  にににに 映えい画がを見みます。 

‘I will see a movie on Sunday.’ 

Do NOT useにににに: 今 日きょうに      あしたに 毎まい日にちに 毎まい晩ばんに いつに 

L3:91-92 

に 

2 

(place)にににに 

direction ; destination; 

goal of movement 

‘to’ 

毎まい日にち学がっ校こうにににに 行いきます。 

‘I go to school every day.’ 四よ時じにうちにににに 帰かえります。 

‘I will go (back) home at 4:00.’ 

にににに may be replaced 

byへへへへ. 

L3:91 

に 

3 

(sth.)にににに 

target 

‘in’; ‘on’; ‘to’ 

バスにににに  乗のってください。 

‘Please {get on / ride on / board / take} a bus.’  

 L5:131 毎まい晩ばん九く時じにお風ふ呂ろにににに 入はいります。 

‘I take a bath at 9:00 every night.’ 

 L6:149 山下先生はよくテレビにににに  出ます。 

‘Professor Yamashita often appears on TV.’ 

 L9:211 山田さんはよく 授じゅ 業ぎょうにににに遅ち 刻こくします。 

‘Mr. Yamada was often late for class.’ 

 L11:253 近ちかくの山  にににに 登のぼるのが好すきです。 

‘I like climbing a nearby mountain.’ 

 L11:342 に 

4 

(place)にににに 

location of existence 

‘in’; ‘at’; ‘on’; ‘for’ 

お 寺てら にににに人がいます。 

‘There are people in the temple.’ 
 ミネソタ 大だい学がくはどこににににありますか。 

‘Where is the University of Minnesota?’ 

 L4:105 

L4:107-

108 椅い子す  にににに 座すわってください。 

‘Please seat yourself in a chair.’ 

 L6:148 兄あには 東とう 京きょうにににに 住すんでいます。 

‘My older brother lives in Tokyo.’ 
 母は大きい会社  ににににつとめています。 

‘My mother {works for / is employed at} a big company.’ 

 L7:169 

安やすいホテルにににに  泊とまった。 

‘I stayed at a cheap hotel.’ 

 L10:231 イギリスにににに  留りゅう学がくしたことがありますか。 

‘Have you ever been to England for study?’ 

 L11:253 

(私は)日本の 文ぶん化かにににに 興きょう味みがあります。 政せい治じ  ににににもももも興きょう味みがあります。 

‘I {am interested in / have an interest in} Japanese culture.  

I’m also interested in Japanese politics.’ 

 L12:269 
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にににに 
P Structural patterns Examples Notes GENKI に 

5 

(X は) (indirect object)にににに(direct object を) V 
 

indirect object marker 

recipient; target 

‘to’; ‘for’ 

( 私わたしは) きのう  公こう園えん で  友ともだちにににに  会あいました。 

‘I saw my friend in the park yesterday.’ 
 

( 私わたしは) 本ほん田ださんにににに  手て 紙がみ をををを 書かきました。 

‘I wrote a letter to Ms. Honda.’ 

 L4:105 

( 私わたしは) 田た 中なかさんにににに時じ 間かん をををを 聞ききました。 

‘I asked Mr. Tanaka the time.’ 

 L5:131 

(あなたは) 図と 書しょ館かん にににに 本ほん をををを 返かえしましたか。 

‘Did you return the book to the library?’ 
 

(私は) 友ともだちにににに   電でん話わ  ををををかけました。 

‘I made a phone call to my friend.’ すみません。(私にににに)ちょっと 英えい語ご  をををを 教おしえてください。 

‘Excuse me.  Please teach me English a little.’ 

 L6:148 

 

 

 

L6:149 

(私は) 家か 族ぞく ににににおみやげ  をををを 買かいました。 

‘I bought a souvenir for my family.’ 

 L10:228 

(私は) 山下さんにににに本田さんをををを 紹しょう介かいしました。 

‘I introduced Ms. Honda to Mr. Yamashita.’ 

Xにににに Yをををを 紹しょう介かいする 

‘introduce Y to X’ 

L11:253 に 

6 

(s.o.)にににに(sth.)を 

source 

‘by’; ‘from’ 

(私は) 姉あね ににににお 金かね を  借かりました。 

‘I borrowed money from my older sister.’ 

 L6:149 

(私は) 兄あに ににににきっぷ  をもらった。 

‘I received a ticket from my older brother.’ 

 L9:211 に 

7 

(sth.) にににに 

purpose 

‘for’ 

先せん 週しゅう、 旅りょ行こう にににに 行いきました。 

‘I went on a trip last week.’ 

 L6:163 みずうみまでドライブにににに行きました。 

‘I went for a drive to the lake.’ 

 L11:258 に 

8 

(sth.) にににに 

role 

‘for’; ‘as’ 

おみやげ  ににににおかしを買かいます。 

‘I will buy snacks as a souvenir.’ ハネムーンににににハワイに行きます。 

‘We’ll go to Hawaii for our honeymoon.’ 

 L11:258 に 

9 

(V-stem)  にににに motion V 

purpose of movement 

‘to (V-infinitive)’ 

どこにあそび  にににに 行きましょうか。 

‘Where shall we go to have fun?’ 

 L7:174 

 



Particles in GENKI: Lessons 1-12 (Emmett) 

 8

でででで 
P Structural patterns Examples Notes GENKI で 

1 

(place)でででで 

place of action 

‘at; in; on’ 

たいていきっさてんででででコーヒーを飲のみます。 

‘I usually drink coffee at the coffee shop.’ 

 L3:90 父は東京の会社でででで  働はたらいています。 

‘My father works at a company in Tokyo.’ 

cf. 

(workplace)ににににつとめる 

L11:253 

L11:259 で 

2 

(place)でででで 

place of event 

‘at’; ‘in’; ‘on’ 

京きょう都とでででで お 祭まつりがあります。 

‘There will be a festival in Kyoto.’ 

‘A festival will take place in Kyoto.’ 

 L4:107 で 

3 

(sth.)でででで 

scope; range 

‘in’; ‘among’ 

バスと電車と地ち下か 鉄てつの 中なか でででで、どれが 一 番いちばん速はやいですか。 

‘Among bus, train and subway, which [one] is the fastest?’ 
 このクラス(の中) でででで 、南さんが 一いち番ばんよく 勉べん 強きょうします。 

‘Mr. Minami studies most in this class.’ 

 L10:232 

で 

4 

(sth.)でででで 

means / instruments to do 

something 

‘by’; ‘in’; ‘on’; ‘with’; 

‘using’ 

クレジットカードでででで 払はらってもいいですか。 

‘May I pay by credit card?’ 
 日本語  でででで 話しましょう。 

‘Let’s talk in Japanese!’ 
 

(私は)たいていはしででででごはんを食べます。 

‘I usually eat meals with chopsticks.’ 

 L10:236 

で 

5 

(sth.)でででで 

reason; cause 

‘because of’; ‘due to’; 

‘for’ 

ミネソタはきれいな 湖みずうみ でででで 有ゆう名めいです。 

‘Minnesota is famous for beautiful lakes.’ 

 父は 病びょう気き  でででで 一一一一いち日にち 仕事を休みました。 

‘My father got a day off of work because of illness.’ 

 L11:250 

 

 ぐらいぐらいぐらいぐらい 
P Structural patterns Examples Notes GENKI ぐらい 

(number-counter)ぐらい 

(adnominal)ぐらい 

approximate extent 

‘about’ 

バス 停ていで 友ともだちを 一いち時じ 間かん ぐらいぐらいぐらいぐらい 待まちました。 

‘I waited for my friend at a bus stop for about an hour.’ 

ぐらい may be 

replaced by くらい. 

 
adnominalぐらい 

{この /そ の /あの /どの}ぐらい 

L4:105 東京 駅えきまでどのぐらいぐらいぐらいぐらいかかりますか。 

‘How long(, approximately,) will it take to get to Tokyo 

Station?’ 

L10:228 
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とととと 
P Structural patterns Examples Notes GENKI と
1 

nounとととと noun 

exhaustive listing 

‘and’ 

スーパーで 肉にく とととと 野や 菜さいを買かいます。 

‘I will buy meat and vegetables at the supermarket.’ 

 本ほん屋やは 病びょう院いん とととと デパートの 間あいだでした。 

‘The bookstore was between a hospital and a department 

store.’ 

 L4:113 

 

 

 

L4:109 

 と
2 

(s.o. / sth.)とととと 
 

partner that does 

something 

w/ the subject of a 

clause 

‘with’; ‘from’ 

妹いもうとはともだちとととと 映えい画がを見みに行いきました。 

‘My younger sister went to see a movie with her friend.’ 

とととと ＝ とととといっしょに L4:113 来らい年ねんボーイフレンドとととと  結けっ婚こんします。 

‘I will get married to my boyfriend next year.’ 

 L7:169 ルームメートととととけんかしたくありません。 

‘I don’t want to quarrel with my roommate.’ 

 L11:253 山やま本もとさんは 彼かの女じょ とととと 別わかれた。 

‘Mr. Yamamoto {broke up with / separated from} his 

girlfriend.’ 

 L12:269 と
3 

(clause) とととと 

quotative marker 

‘that’ 

(私は)南さんは学生だ  とととと 思おもいます。 

‘I think (that) Mr. Minami is a student.’ 
 道みち子こさんは中国に行きたいとととと  言いっています。 

‘Michiko {says / is saying} that she wants to go to China.’ 

 L8:189 

L8:193 

 

 からからからから 

P Structural patterns Examples Notes GENKI から 

1 

(situation clause)。
(reason clause) からからからから。。。。 

(reason clause) からからからから、、、、
(situation clause)。 

 

reason; explanation 

‘because (reason 

clause)’; ‘(reason 

clause), so . . .’ 

急いそぎましょう。時じ 間かんがありませんからからからから。。。。 

‘Let’s hurry! (It’s) because we don’t have time.’ 

からからからから MUST be used 

immediately AFTER 

(reason clause). 

L6:153 時じ 間かんがありませんからからからから、、、、 急いそぎましょう。 

‘Because we don’t have time, let’s hurry!’ 

‘We don’t have time, so let’s hurry!’ 

 おいしいワインがありますからからからから、、、、飲みに来きませんか。 

‘I have good-tasting wine, so won’t you come have a 

drink?’ 

‘Won’t you come have a drink? (It’s) because I have good-

tasting wine.’ 

L7:153 

L9:215-

216 

から 

2 

(starting point)からからからから 

temporal /spatial starting 

point 

‘from’ 

朝あさ からからからから 晩ばんまで 勉べん 強きょうしました。 

‘I studied from morning till night.’ 

 L5: 

additional 学がっ校こうからからからから 帰かえって、すぐじゅくへ行きます。 

‘I come home from school and go to cram school right 

away.’ 

 L7:321 
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までまでまでまで 
P Structural patterns Examples Notes GENKI まで 

(ending point)までまでまでまで 

temporal /spatial limit 

‘as far as’; ‘till’; ‘to’: 

‘up to’; ‘until’; 

‘through’ 

飛ひ 行こう機きのチケットはシカゴ  までまでまでまでいくらですか。 

‘As for an airline ticket, how much is it (to get) as far as 

Chicago?’ 四時から八時 までまでまでまで 勉べん 強きょうしました。 

‘I studied from 4:00 to 8:00.’ 

 L5:128 

L5:131 

 

 よりよりよりより 

P Structural patterns Examples Notes GENKI より 

(s.o. / sth.) よりよりよりより 

basis of comparison 

‘{more ~ / -er) than’ 

ハワイのほうがミネソタよりよりよりより 暖あたたかいです。 

‘Hawaii is warmer than Minnesota.’ 

comparison of two 

items 

L10:232 日本語は前  よりよりよりより むずかしくなりました。 

‘Japanese language has gotten more difficult than before.’ 

L10:235 

 

 だけだけだけだけ 

P Structural patterns Examples Notes GENKI だけ 

(number-counter)だけだけだけだけ 

limit 

‘just’; ‘only’ 

(私は)りんごを 一ひとつ  だだだだけけけけ 買った。 

‘I bought only one apple.’ 学生が 二ふた人りだけだけだけだけ来た。 

‘Just two students came.’ 毎日、お 茶ちゃだけだけだけだけ飲みます。 

‘I have just green tea every day.’ 

(number-counter)だけ L11:253 

L11:257 

 

 やややや 

P Structural patterns Examples Notes GENKI や nounやややや noun 

inexhaustive listing 

‘and (, and things like 

that)’; ‘and so forth’; 

‘for example’ 

スーパーでビールやややや  ジュースを買うつもりだ。 

‘I intend to buy beer and juice, (and things like that) at a 

supermarket.’ 

cf. (noun) と (noun) L11:256 

 

 などなどなどなど 

P Structural patterns Examples Notes GENKI など 

(s.o. /sth.)などなどなどなど 

exemplification 

‘and so on’;  

‘and the like’; 

‘for example’; ‘etc.’ 

ノートやえんぴつ  などなどなどなどがいります。 

‘We need notebooks, pencils, and so on.’ 

 きのうノートなどなどなどなど(を)買いました。 

‘I bought notebooks, etc. yesterday.’ 

(X や) Y などなどなどなど L12:349 

 

The contents of this table have not been reviewed or approved by the University of Minnesota, the publisher 

of GENKI or the authors of GENKI.  The author of this table is solely responsible for any errors or 

inaccuracies contained in this table.   

 

This table may be revised as necessary.  The author encourages the users to discuss with their classmates 

and/or instructors, should they have grammatical questions on particles.  If you have any comments or 

questions regarding this table, contact Keiko Emmett at < emme0007@umn.edu >.  (created: March 15, 2005; 

1st revision: July 20, 2005; 2nd revision: Aug. 6, 2006; 3rd revision: Jan. 7, 2015) 
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