
文法
ぶんぽう

 ■ ない form
The ない form is the present plain negative form. The nai forms all end in ない. 
It is more common than the polite form ません. It is not only used to indicate negation but can also be 
applied to other expressions. 

For group 1 (1だん)
The る ending is replaced by ない.

   みる → みない 　たべる → たべない 　 　おしえる → おしえない   　　ねる → ねない

For group 5 (５だん)
The ない form can be created by dropping the final u and adding anai.

 かく → かかない　  まつ → またない　  はなす → はなさない
 (kaku) → (kakanai)  (matsu) → (matanai)  (hanasu) → (hanasanai)

 とる → とらない　  よむ → よまない　  およぐ → およがない
 (toru) → (toranai)  (yomu) → (yomanai)  (oyogu) → (oyoganai)

  

For irregular verbs   

   する → しない  くる → こない     ＊ある → ない

• きょうは にほんごを べんきょうしない。  I won’t study Japanese today. 

• あした がっこうに いかない。   I won’t go to school tomorrow. 

• このことは たけしくんには いわない。  I won’t tell Takeshi this. 

• おとうとは ぜんぜん ほんを よまない。  My younger brother doesn’t read books at all.

• きょう サラさんは こない。    Sarah doesn’t come today.

-Note-
If the verb ends with う such as かう、いう、うたう,etc,the ending う is 
replaced by わない.

かう → かわない        いう → いわない      うたう → うたわない
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練習問題
れんしゅう もんだい

dictionary form ない form dictionary form ない form

いく (to go) はなす (to speak)

みる (to watch) かく (to write)

よむ (to read) てつだう (to help)

きく (to listen) みせる (to show)

ねる (to sleep) のむ (to drink)

はたらく (to work) おりる (to get off)

のる (to ride) かう (to buy)

およぐ (to swim) あう (to meet)

すう (to smoke) くる (to come)

する (to do) たべる (to eat)

Complete the following table

Complete the following sentences.
1. きょうは じかんが ＿＿＿＿。 

I don’t have any time.

2. きょうは かいしゃ＿＿ しりょうを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I won’t bring the documents to the office today.

3. あめがふっているから、 いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
As it is raining, I won’t take my dog out for a walk.

4. こんばん よるごはんを ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I won’t have dinner tonight.

5. たばこを ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I don’t smoke.

6. このすいようびは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I don’t work this Wednesday.

7. ことし みさこは パリ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Misako won’t go to Paris this year.

Translate the following sentences into Japanese.
1. I won’t drink any alcohol this week. 

2. I don’t watch TV before going to bed. 

3. I don’t swim after eating. 

4. I won’t go to the coffee shop today before going to university.

































































文法
ぶんぽう

 ■ 〜ないでください
ないでください is used to indicate the negative imperative and to ask someone not to do something.

   Verb in ない form + でください

• ここで たばこを すわないでください。  Please don’t smoke here.

• ローマじで かかないでください。   Please don’t write them in Romaji.

• おさけを あまり のまないでください。  Please don’t drink a lot of alcohol.

• にほんごのクラスで ねないでください。  Please don’t sleep during Japanese class.

なければいけません is used to express obligation.We use this expression to say that it is necessary to 
do something. It is translated by “must do” or “have to do”
ければいけません is one of the suffixes which indicate obligation. The other usages are as follows.

ければなりません Formal ければいけません Formal

くてはなりません Formal くてはいけません Formal

なきゃならない Colloquial なきゃいけない Colloquial

 
The なければいけません form is made of a verb in ない form by dropping the last い and replacing it with 
ければいけません.

   Verb in ない form (remove い)  + one of the suffixes of obligation

• たべる → たべない → たべなければいけません

• かく → かかない →　かかなければいけません

• はなす → はなさない → はなさなくてはいけません

• する → しない → しなくてはいけません

• ９じに がっこうに いかなければいけません。 I have to go to school at 9 o’clock.

• きょう しゅくだいを しなければいけません。 I have to do my homework today.

• あした はたらかなくてはいけません。  I have to work tomorrow.

• ほんを ５さつ よまなくてはいけません。  I have to read 5 books.

　

-Note-
ないでください is the polite negative imperative. For the colloquial form it is used without 
ください.

わたしのおかしを たべないでください。  Don’t eat my cakes!

 ■ 〜なければいけません
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練習問題
れんしゅう もんだい

Translate the following sentences into Japanese.
1. Please don’t open the window. 

2. Please don’t speak in English during Japanese class. 

3. Please don’t forget the homework. 

4. Please don’t eat any food in the library. 

5. Please don’t turn the TV off. 

6. Please don’t enter this room. 

7. I have to go to the library and borrow books. 

8. I have to teach English to Takeshi tomorrow. 

9. I have to buy a ticket by next week. 

10. I have to wake up at 6 o’clock. 

11. I have to memorize 20 kanjis. 

12. What do I have to do?

Complete the following sentences.
1. まだ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 

Please don’t start yet.

2. にほんごのクラスででんわを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
Please don’t use the phone during the Japanese class.

3. ここに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
Please don’t write here.

4. しゃしんを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ください。 
Please don’t look at the photos.

5. はがきを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿いけません。 
I have to send the letter.

6. にほんごを＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿いけません。 
It is necessary to study Japanese.

7. おにいさんはだいがくでべんきょう＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿いけません。 
My older brother has to study at university.

8. あした スーパーに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I have to go to the supermarket tomorrow.











































文法
ぶんぽう

 ■ 〜なくてもいいです

 ■ あげる、くれる、もらう

なくてもいいです means “don’t have to”.

   Verb in ない form (remove い) + てもいいです

たべる → たべない → たべなくてもいいです

はたらく → はたらかない → はたらかなくてもいいです

する → しない → しなくてもいいです

• ぜんぶ たべなくてもいいです。  You don’t have to eat everything.

• あした はたらかなくてもいいです。  I don’t have to work tomorrow.

• かんじで かかなくてもいいです。  You don’t need to write it in kanji.

• おさらを あらわなくてもいいです。  You don’t have to wash the dishes.

あげる means “to give” in English.

Aは Bに something を あげる / A gives something to B

• わたしは おとうとに クラシックのコンサートのチケットを あげました。
　I gave the classical music concert ticket to my younger brother.

• サラさんは たけしくんに えいごのじしょを あげました。
　Sarah gave an English dictionary to Takeshi.

• つまは おとこのこに おかしを あげました。

  My wife gave a piece of candy to a boy.

くれる means also “to give” but the receiver is “me (わたし)” or someone close to you such as your 
family, friends...　

Aは わたしに something を くれる / A give something to me

Aは family / friend に something を くれる / A gives something to a family member / friend

• おばあさんは わたしに げんきんを くれました。
　My grandmother gave me some money (in cash).

• みさこさんは (わたしに) こねこを くれました。
　Misako gave me a kitty.

• カルロスさんは わたしのおとうとに おみやげを くれました。
　Carlos gave a souvenir to my little brother.

もらう means “to receive”.

Aは Bに/から something を もらう / A rceives something from B

• おねえさんから たんじょうびプレゼントを もらいました。
　I received a present from my elder sister. / My elder sister gave me...

• おにいさんに うわぎを もらいました。
　I received a jacket from my elder brother. / My elder brother gave me...

• たけしさんは サラさんから えいごのじしょを もらいました。
　Takeshi received a dictionary from Sarah. / Sara gave a dictionary to Takeshi.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Listen to the following audios and translate into English.
1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.  

8.  

Complete the following sentences.
1. ぎんこう____________________________________________。 

It isn’t necessary to go to the bank.

2. それを ____________________________________。 
You don’t have to buy that.

3. わたしを ____________________________________________________。 
You don’t have to help me.

4. あたらしいパソコンを ________________________________________。 
I don’t have to buy a new PC.

5. じてんしゃの________________を ________________________。 
I received a bicycle catalogue.

6. おとうさん______ネクタイを __________________________。 
I gave a necktie to my father.

7. たけしさん______ワイン____くれました。 
Takeshi gave me a bottle of wine.

8. おじいさん______いもうと______とけい______くれました。 
My uncle gave a watch to my little sister.

9. サラさんはともだちからかんじのじしょを _____________________________。 
Sarah’s friend gave a Kanji dictionary to her. / Sarah received...

10. おんなのこ______チョコレートを _________________________。 
I gave a chocolate to a girl.

11. りょうしんからくるま_______________________________。 
My parents gave me the car. / I received...

12. こどもからプレゼント______________________________。 
My son gave me a present. / I received a present from my son.










































	Botón 30663: 
	Botón 30664: 
	Botón 30667: 
	Botón 30670: 
	Botón 30673: 
	Botón 30676: 
	Botón 30679: 
	Botón 30680: 
	Botón 30681: 
	Botón 30682: 
	Botón 30683: 
	Botón 30677: 
	Botón 30678: 
	Botón 30674: 
	Botón 30675: 
	Botón 30671: 
	Botón 30672: 
	Botón 30668: 
	Botón 30669: 
	Botón 30665: 
	Botón 30666: 
	Botón 302089: 
	Botón 1086: 
	Botón 1087: 
	con7: 
	con8: 
	Botón 30636: 
	Botón 30637: 
	answer69: 
	Botón 30638: 
	Botón 30639: 
	Botón 30640: 
	Botón 30641: 
	Botón 30642: 
	Botón 30643: 
	Botón 30644: 
	Botón 30645: 
	Botón 30646: 
	Botón 30647: 
	Botón 30648: 
	Botón 30649: 
	Botón 30650: 
	Botón 30651: 
	Botón 30652: 
	Botón 30653: 
	Botón 30654: 
	Botón 30655: 
	Botón 30656: 
	Botón 30657: 
	Botón 30658: 
	Botón 30659: 
	Botón 30660: 
	Botón 30661: 
	Botón 1088: 
	Botón 1089: 
	Botón 1090: 
	Botón 1091: 
	Botón 1092: 
	answer70: 
	Botón 1093: 
	Botón 1094: 
	Botón 1095: 
	Botón 1096: 
	Botón 30662: 
	Botón 6010106: 
	Botón 6010107: 
	Botón 60101011: 
	Botón 60101012: 
	Botón 60101013: 
	Botón 60101014: 
	Botón 60101015: 
	Botón 60101016: 
	Botón 60101017: 
	Botón 60101018: 
	Botón 60101019: 
	Botón 60101020: 
	Botón 60101021: 
	Botón 302091: 
	Botón 6010108: 
	Botón 6010109: 
	answer67: 
	Botón 60101010: 
	Botón 60139: 
	Botón 60140: 
	Botón 1035: 
	Botón 1036: 
	Botón 1037: 
	Botón 10049: 
	Botón 10050: 
	Botón 10055: 
	Botón 10051: 
	Botón 10056: 
	Botón 10052: 
	Botón 305055: 
	answer68: 
	Botón 305056: 
	Botón 306018: 
	Botón 306019: 
	Botón 306020: 
	Botón 306021: 
	Botón 306022: 
	Botón 10053: 
	Botón 10054: 
	Botón 306025: 
	Botón 302092: 
	Botón 60101022: 
	Botón 60101035: 
	Botón 60101036: 
	Botón 60101037: 
	Botón 60101023: 
	Botón 60101024: 
	Botón 60101025: 
	Botón 60101026: 
	Botón 60101027: 
	Botón 60101028: 
	Botón 60101029: 
	Botón 60101030: 
	Botón 60101031: 
	Botón 60101032: 
	Botón 60101033: 
	Botón 60101034: 
	Botón 302090: 
	Botón 1077: 
	Botón 1082: 
	answer74: 
	Botón 305065: 
	answer66: 
	Botón 305066: 
	Botón 306010: 
	Botón 306011: 
	Botón 306012: 
	Botón 306013: 
	Botón 306014: 
	Botón 306015: 
	Botón 306016: 
	Botón 10045: 
	Botón 10046: 
	Botón 10047: 
	Botón 10048: 
	Botón 306017: 
	Botón 10059: 
	Botón 10065: 
	Botón 10060: 
	Botón 10066: 
	Botón 1078: 
	Botón 1079: 
	Botón 1080: 
	Botón 1081: 
	Botón 302093: 


