
文法
ぶんぽう

 ■ to want : ほしい、 〜たい
ほしい and たい which mean “to want” conjugate like いadjectives. In general, these expressions are 
not used to express desire in the third person.

ほしい is used to show the desire to own an object or a person. La particle が is used to indicate the 
direct object.

     something, someone + が + ほしいです

• にほんじんの ともだちが ほしいです。 I want Japanese friends. 

• チョコレートが ほしいですか?  Do you want chocolate? 

• あたらしいパソコンが ほしいです。  I want a new PC. 

たい is used to express the desire to do something, also to ask about the listener’s desire.
It is used with the stem form.

     stem form + たいです

Remember, for the stem form, remove the ます（or ません、ました…）

たべます → たべ　 　かいます → かい　 　はなします → はなし します → し

• たべたいです　  I want to eat.   • かいたいです　  I want to buy (something). 

• はなしたいです　  I want to talk.   • したいです  I want to do (something). 

ほしい たい

Affirmative, present ほしいです たいです

Negative, present ほしくありません たくありません

Affirmative, past ほしかったです たかったです

Negative past ほしくありませんでした たくありませんでした

• アジアに いきたかったです。   I wanted to go to Asia. 

• かわで およぎたくなかったです。   I didn’t want to swim in the river.

• カラオケで うたいたくありませんか?  Don’t you want to sing at the Karaoke?

• おかねは ほしくありません。   I don’t want money.

• がいこくじんのともだちが ほしかったです。  I wanted foreign friends.

-Note-
In the majority of cases, ほしいin the negative form is used with the particle は to indica-

te the direct complement instead of the particle が.

• アイスクリームは ほしくありません。  I don’t want an ice-cream.

• コーヒーは ほしくありませんでした。  I didn’t want a coffee.

• あたらしいうわぎは ほしくありませんでした。 I didn’t want a new jacket.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Translate the following sentences into Japanese.
1. I want to study in Japan. 

2. Do you want have breakfast? 

3. I wanted to pay it. 

4. Do you want to go on a trip to Spain? 

5. I didn’t want to buy the souvenirs. 

6. First, I want to go to the Buddhist temple. 

7. I didn’t want to wait at the office. 

8. I wanted to drink a hot tea. 

9. I wanted that Japanese dictionary. 

10. I want to throw this old PC away.

Complete the following sentences.
1. にほんごを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

I want to study Japanese.

2. あついコーヒー ＿＿ ほしいです。 
I want a hot coffee.

3. ねこ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I didn’t want a cat.

4. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ありませんでした。 
I didn’t want to forget it.

5. あたらしいれいぞうこ ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

6. いえに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I wanted to stay at home.

7. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ か? 
Do you want to sell it?





































文法
ぶんぽう

 ■ to want : ほしがっている、 〜たがっている

 ■ Particles から and まで

ほしい and たい you have learned are not used to express desire in the third person. 
Then we use ほしがっている and たがっている instead of ほしい and たい.

ほしがってる is used to show a third-person desire of the third person to own an object or a person. It 
is used with the particle を to indicate the direct object.

     something, someone + を + ほしがっている

• たけしくんは あたらしいパソコンを ほしがっています。  Takeshi wants a new PC.

• サラさんは くろいねこを ほしがっています。   Sarah wants a black cat.

• たなかさんは おしゃれなかばんを ほしがっています。  Mr. Tanaka wants a fashionable sac.

たがっている is used to express the desire of the third person to do something. 

     verbal stem + たがっている

• たけしくんは がいこくに いきたがっています。  Takeshi wants to go abroad. 

• サラさんは スキーを したがっています。   Sarah wants to ski. 

• のりこさんは スペインごを ならいたがっています。  Noriko wants to learn Spanish. 

The particle から indicate the starting point, source or origin. It can be translated as from, out of, 
since,or after in English. 

• どこから きましたか?  Where do you come from? 

• きょうとから きました。  I come from Kyoto. 

• ９じから はたらきます。  I will work from 9 o’clock. 

The particle まで indicates the ending point of a continuous action. It can be translated by until, 

through, before in English.

• どこまで いきますか?  Where do you go? 

• ６じまで はたらきます。  I work till 6. 

• いつまで ですか?   Until when? 

These are often used together.

• なんじから なんじまで はたらきますか?  From what time until what time do you work? 

• ９じから ３じまで べんきょうしました。   I studied from 9 to 3 o’clock.

• ゆうびんきょくは ９じから ５じまでです。   The post office is open from 9 to 5 o’clock.
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練習問題
れんしゅう もんだい

Translate the following sentences into Japanese.
1. Takeshi wants a red car. 

2. My mother wanted to learn French but now she is studying Spanish. 

3. Takeshi wanted to buy an useful dictionary. 

4. My little brother wants a little cat. 

5. Noriko wants to go on a trip to Paris. 

6. My elder brother studies at University from 10 to 6 (p.m) o’clock. 

7. I will be traveling from Monday to Saturday. 

8. The post office is closed until next Tuesday. 

9. The Japanese course will start at (from) 11 o’clock.

Complete the following sentences.
1. まりは エアコンを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Mari wants an air conditioner.

2. たけしは あたらしいれいぞうこを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Takeshi wants a new refrigerator.

3. すずきさんは ＿＿＿＿＿＿＿いぬを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Miss. Suzuki wants a big dog.

4. おとうとは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
My little brother wants an ice cream.

5. たけしさんは カラオケで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Takeshi wants to sing at the karaoke (bar).

6. サラさんは ＿＿＿＿＿＿に ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
Sarah wants to go to a temple.

7. おねえさんは ヨーロッパで ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
My elder sister wants to study in Europe.

8. おとうさんは あたらしいいえを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
My father wants to buy a new house.

9. サラさんは ９じ＿＿＿＿５じ＿＿＿＿ はたらいています。 
Sarah works from 9 to 5 o’clock.

10. にほんごの クラスは ８じ＿＿＿＿ １じ＿＿＿＿です。 
The Japanese class is from 8 to 1 o’clock.

11. えいがは ＿＿＿＿＿＿＿＿ はじまります。 
The film will start at (from) 10 o’clock.

12. しけんは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ です。 
My exams are through tomorrow morning.













































文法
ぶんぽう

 ■ 〜てから
てから means to do something after doing something else and focuses on the linear progression between 2 
actions/events. It can be translated by “(right) after”in English.

verb て form + から

• しごとが おわってから バーにいきました。  　I went to the bar after finishing my work.

• あさごはんをたべてから がっこうに いきます。 　I go to school after having breakfast.

• シャワーをあびてから ねます。   　I go to bed after I take a shower.

• あさ おきてから コーヒーを のみます。  　I drink a coffee after I wake up.

It is an expression to describe the quality of things or persons.

Aは　Bが　adjetivoです。 /  As far as A is concerned, B is adjective.

 

• このパソコンは せいのうが いいです。  　This computer is good quality.

• サラさんは めが あおいです。   　Sarah has blue eyes.

• きょうとは まっちゃが ゆうめいです。  　Kyoto is well known for maccha (green tea).

The particle や is used to list some items in the sense of“and (so forth, among other things, etc)” or 
“or”. It is only used between items.

• わたしのしゅみは ジョギングやゴルフです。  　My hobbies are jogging and golf and so forth.

• カレーライスやアイスクリームを たべました。 　I ate curry rice, an ice cream...etc.

• おてらや じんじゃに いきました。   　I went to Kyoto, Tokyo...etc.

-Note-

It is  often together with など “and so forth”,“etc”.

• わたしのしゅみは ジョギングやゴルフなどです。 　My hobbies are jogging and golf and so forth.

• カレーライスやアイスクリームなどを たべました。 　I ate curry rice, an ice cream...etc.

• きょうとや とうきょうなどに いきました。  　I went to Kyoto, Tokyo...etc.

 ■ subject は something が adjective

 ■ Particle や
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練習問題
れんしゅう もんだい

Translate the following sentences into Japanese.
1. There are things like art museums and restaurants. 

2. I went to Japan after I studied Japanese for 3 years at university. 

3. I speak Japanese at work, at home…etc. 

4. Japan is famous for manga and sushi among other things. 

5. In France, the cheese and the wine (among other things) are very delicious. 

6. After washing the clothes, I will read a book. 

7. I bought vegetables, meat, etc, at a supermarket after I went to the bank. 

8. Takeshi has light brown hair. 

9. I came to this country after I married.

Complete the following sentences.
1. プールで＿＿＿＿＿＿＿＿から、 レストランにいきました。 

I went to the restaurant after swimming at the pool.

2. しゅくだいを＿＿＿＿＿＿＿＿、 ともだちのうち＿＿ いきます。 
I go to my friend’s house after I finish my homework.

3. まいにち えいごをべんきょう＿＿＿＿＿＿＿＿、 ピアノを ひいています。 
I play the piano every day after studying English.

4. ぎんこうに＿＿＿＿＿＿＿＿、 いぬを さんぽします。 
I take my dog out for a walk after going to the bank.

5. サラさん＿＿ かみ＿＿ ＿＿＿＿＿＿です。 
Sarah has long hair.

6. たなかさん＿＿ せが ＿＿＿＿＿＿です。 
Mr. Tanaka is tall.

7. このいえ＿＿ ＿＿＿＿が おおきいです。 
This house has a big garden.

8. スペイン＿＿ パエリア＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿です。 
In Spain, the paella is very delicious.

9. スプーン＿＿ フォークを かいました。 
I bought spoons, forks…etc.

10. えいご＿＿ にほんごを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 
I learn English and Japanese and so forth.

11. サラさんは アジア＿＿ ヨーロッパに りょこうしました。 
Sarah went on trips to Asia, Europe…etc.

12. このちかくに たいしかん＿＿ くうこう＿＿＿＿が あります。 
There are embassies and an airport among other things around here. 
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