
Practice 3   い Adjectives, Noun Connectors, and も “as well”  p. 38

1) *Nathan and *Adam are / my work friends.   *ネイサン (NEH-ee-sah-n)  *アダム  (AH-Dah-moo)

(K) ネイサンとアダムは私の仕事の友達です。

　ネイサン と アダム は　わたしの しごと の ともだち　です。
       NEH-ee-sah-n   toh  AH-Dah-moo  wa      wa-ta-shi noh   shee-go-toh noh  toh-moh-Dah-chee    Des

2) My *older sister likes new cars. My *older brother likes them, too.  *あね (ah-neh)  *あに (ah-nee)

(K) 私の姉は新しい車が好きです。私の兄も好きです。

　わたしの  あね は　あたらしい  くるま  が　すき　  です。
      wa-ta-shi noh    ah-neh   wa    ah-tah-dah-SHEE-ee   koo-doo-mah ga         s-KEE          Des

　わたしの  あに も　すき　です。
     wa-ta-shi noh    ah-nee  moh       s-KEE          Des

3) My older sister doesn’t like new cars. My older brother doesn’t like them, either.

(K) 私の姉は新しい車が好きじゃないです。私の兄も好きじゃないです。

　わたしの あね は　あたらしい くるま が　すき じゃ　ない  です。
       wa-ta-shi noh    ah-neh   wa    ah-tah-dah-SHEE-ee   koo-doo-mah ga     s-KEE    jah          NAH-ee      Des

　わたしの あに も　すき じゃ　ない  です。
       wa-ta-shi noh    ah-nee  moh        s-KEE    jah NAH-ee      Des    

4) My *younger sister hates *beer. She hates *whiskey, too.  *いもうと (ee-moh-oh-TOH)

(K) 私の妹はビールが嫌いです。ウイスキーもです。

　わたしの いもうと は　ビール が　きらい です。ウイスキー も です。
        wa-ta-shi noh  ee-moh-oh-TOH   wa      BEE-EE-doo ga       kee-dah-ee    Des           oo-EE-s-kee         moh     Des

5) I was busy *yesterday. I am busy *today, too.   *きのう (kee-NOH-oh)  *きょう (kee-YOH-oh)

(K) 昨日忙しかったです。今日も忙しいです。



　[わたし は]  きのう　いそがしかった です。
          [wa-ta-shi wa]        kee-NOH-oh     ee-soh-GAH-sh-kaht-ta   Des

　[わたし は]   きょう も　いそがしい　です。
          [wa-ta-shi wa]       kee-YOH-oh moh     ee-soh-gah-SHEE-ee        Des

6) I like Japanese *music, food, *fashion, and stuff like that.    *music おんがく (OH-n-gah-koo)

(K) 日本の音楽とか、食べ物とか、ファッションが好きです。

[わたし は] にほんの *おんがく とか、たべもの とか、*ファッション [とか] が  すき です。
  [wa-ta-shi wa]   nee-hoh-n noh      OH-n-ga-k     toh-ka   tah-BEH-moh-no toh-ka            HWASH-shoh-n       (toh-ka)  ga     s-KEE    Des

7) I’d like either *tonkatsu, *curry, or *ramen.   (Try a. with “and”. Try with b. “things like / and stuff”)

(K) 豚カツか、カレーか、ラーメンが良いです。

　[わたし は] *とんかつ か、*カレー か、*ラーメン が　いい です。
          [wa-ta-shi wa]          toh-n-ka-ts     ka          kah-deh-eh   ka           dAH-ah-men    ga     　EE-ee       Des

7-a)　[わたし は] *とんかつ と、*カレー と、*ラーメン が　いい です。
       [wa-ta-shi wa] toh-n-ka-ts   toh          kah-deh-eh  toh           dAH-ah-men    ga     　EE-ee      Des

7-b)　[わたし は] *とんかつ とか、*カレー とか、*ラーメン (とか) が　いい です。
       [wa-ta-shi wa] toh-n-ka-ts   TOH-ka       kah-deh-eh   TOH-ka      dAH-ah-men          (toh-ka)    ga     　EE-ee      Des

8) *Um, may I have *hot coffee and… this *cake as well?   *ええと  (eh-eh-toh)  *ケーキ (KEH-eh-kee)

(K) ええと、ホットコーヒーと、… このケーキも良いですか？

　ええと、*ホットコーヒー と、… この *ケーキ も　いい ですか？
        eh-eh-toh         hoht-toh-KOH-OH-hee-ee    toh         ko-noh   KEH-eh-kee  moh 　 EE-ee Des-KA

9) This movie is good, huh? That movie is good, too, right?  (Try a. neg, b. past, c. past negative)

(K) この映画は良いですね。その映画も良いですよね？

　この  えいが は　いい  ですね。その えいが も  いい  ですよね？
      ko-noh       eh-eh-ga   wa         EE-ee　Deh-soo-neh     so-noh    eh-eh-ga  moh     EE-ee     Deh-soo-yoh-NEH  



(K-a) この映画は良くないですね。その映画も良くないですよね？

9-a) この  えいが は　よくない  ですね。その えいが も  よく ない  ですよね？
      ko-noh       eh-eh-ga   wa         YOH-koo-NAH-ee Deh-soo-neh     so-noh    eh-eh-ga  moh  YOH-koo-NAH-ee  Deh-soo-yoh-NEH

9-b) この  えいが は　よかった  ですね。その えいが も  よかった  ですよね？
      ko-noh       eh-eh-ga   wa             YOH-kaht-ta     Deh-soo-neh      so-noh    eh-eh-ga  moh      YOH-kaht-ta     Deh-soo-yoh-NEH 

9-c) この  えいが は　よくなかった  ですね。その えいが も  よく なかった  ですよね？
      ko-noh       eh-eh-ga   wa            YOH-koo-NAH-kaht-ta   Deh-soo-neh      so-noh    eh-eh-ga  moh    YOH-koo-NAH-kaht-ta    Deh-soo-yoh-NEH 

10) Is it not cold today *outside?   (Try a. present affirmative, b. past neg question)  *そと  (SOH-toh)

(K) 外は今日寒くないですか？

　そと は　きょう  さむく ない　ですか？
    SOH-toh   wa      kee-YOH-oh   SAH-moo-koo-NAH-ee　Des-KA  

(K-a) 外は今日寒いですか？

10-a)　そと は　きょう  さむい　ですか？
    SOH-toh wa      kee-YOH-oh   sah-MOO-ee　   Des-KA  

10-b)　そと は　きょう  さむく なかった　ですか？
    SOH-toh wa      kee-YOH-oh  SAH-moo-koo-NAH-kaht-ta　   Des-KA  

For the following sentences (Try a. present negative, b. past, c. past neg.)

11) My friend’s *baby is / cute. My friend’s *puppy is / cute, too.  *baby あかちゃん  *puppy こいぬ

(K) 私の友達の赤ちゃんは可愛いです。私の友達の子犬も可愛いです。

　わたしの ともだちの   *あかちゃん は　かわいい です。
        wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh  *AH-ka-cha-n           wa       kah-wah-EE-ee     Des

　わたしの ともだちの   *こいぬ も　かわいい です。
     wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh    *koh-ee-noo moh     kah-wah-EE-ee    Des

(K-a) 私の友達の赤ちゃんは可愛くないです。私の友達の子犬も可愛くないです。



11-a) わたしの ともだちの   *あかちゃん は　かわいく ない です。
               wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh  　　 *AH-ka-cha-n        wa     kah-wah-ee-koo- NAH-ee     Des

わたしの ともだちの   *こいぬ も　かわいく ない です。
               wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh     *koh-ee-noo  moh    kah-wah-ee-koo- NAH-ee    Des

11-b) わたしの ともだちの   *あかちゃん は　かわいかった です。
               wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh  　　 *AH-ka-cha-n        wa            kah-wah-ee-kaht-ta     Des

わたしの ともだちの   *こいぬ も　かわいかった です。
               wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh     *koh-ee-noo  moh          kah-wah-ee-kaht-ta     Des

11-c) わたしの ともだちの   *あかちゃん は　かわいく なかった です。
               wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh  　　 *AH-ka-cha-n        wa        kah-wah-ee-koo-  NAH-kaht-ta     Des

わたしの ともだちの   *こいぬ も　かわいくなかった です。
               wa-ta-shi noh  toh-moh-Dah-chee noh     *koh-ee-noo  moh      kah-wah-ee-koo-NAH-kaht-ta     Des

12) *Skydiving is / scary.   *スカイダイビング (s-kah-ee-DAH-ee-bee-n-goo)

(K) スカイダイビングは怖いです。

　*スカイダイビング は　こわい です。
        * s-kah-ee-DAH-ee-bee-n-goo   wa       koh-WAH-ee　Des

(K-a) スカイダイビングは怖くないです。

12-a) *スカイダイビング は　こわく ない です。
       * s-kah-ee-DAH-ee-bee-n-goo   wa    KOH-wah-koo- NAH-ee  Des

12-b) *スカイダイビング は　こわかった です。
       * s-kah-ee-DAH-ee-bee-n-goo   wa         KOH-wah-kaht-ta     Des

12-c) *スカイダイビング は　こわく なかった です。
       * s-kah-ee-DAH-ee-bee-n-goo   wa      KOH-wah-koo-  NAH-kaht-ta     Des

13) *This (year’s) *summer in Texas is / *really hot.  (“This year’s summer’s Texas is…”) *なつ  *すごく

(K) テキサスの今年の夏はすごく暑いです。



　*テキサスの ことしの *なつ は　*すごく あつい です。
  TEH-k(i)-sah-soo-noh *koh-toh-shee-noh  *nah-TSOO wa  *SOO-goh-koo  ah-TSOO-ee    Des

(K-a) テキサスの今年の夏は余り暑くないです。

13-a) *テキサスの ことしの *なつ は　あまり あつく ない です。
          TEH-k(i)-sah-soo-noh *koh-toh-shee-noh  *nah-TSOO wa     ah-mah-dee    AH-ts-koo-  NAH-ee    Des

13-b) *テキサスの ことしの *なつ は　すごく あつかった です。
          TEH-k(i)-sah-soo-noh *koh-toh-shee-noh  *nah-TSOO wa     SOO-goh-koo     AH-ts-kaht-ta          Des

13-c) *テキサスの ことしの *なつ は　あまり あつく なかった です。
          TEH-k(i)-sah-soo-noh *koh-toh-shee-noh  *nah-TSOO wa       ah-mah-dee   AH-ts-koo-   NAH-kaht-ta       Des

14) My girlfriend has long *hair.   *かみ (kah-MEE)

(K) 私の彼女は髪が長いです。

　わたしの かのじょ は　*かみ が　ながい です。
      wa-ta-shi noh      KAH-noh-joh     wa        kah-MEE  ga　   nah-GAH-ee    Des

14-a) わたしの かのじょ は　*かみ が　ながく ない です。
      wa-ta-shi noh      KAH-noh-joh  wa        kah-MEE  ga　  NAH-ga-koo- NAH-ee    Des

14-b) わたしの かのじょ は　*かみ が　ながかった です。
      wa-ta-shi noh      KAH-noh-joh  wa        kah-MEE  ga　       NAH-ga-kaht-ta        Des

14-c) わたしの かのじょ は　*かみ が　ながく なかった です。
      wa-ta-shi noh      KAH-noh-joh  wa        kah-MEE  ga　    NAH-ga-koo-  NAH-kaht-ta       Des

15) Japanese *TV programms are / funny.   *テレビばんぐみ  (teh-deh-bee  BAH-n-goo-mee)

(K) 日本のテレビ番組は面白いです。

　にほんの    *テレビ ばんぐみ は　おもしろい です。
      nee-hoh-n noh      teh-deh-bee  BAH-n-goo-mee   wa　oh-moh-shee-dOH-ee     Des

15-a) にほんの    *テレビ ばんぐみ は　おもしろく ない  です。
   nee-hoh-n noh      teh-deh-bee  BAH-n-goo-mee  wa  oh-moh-SHEE-dOH-koo- NAH-ee      Des



15-b) にほんの    *テレビ ばんぐみ は　おもしろかった です。
   nee-hoh-n noh      teh-deh-bee  BAH-n-goo-mee  wa　  oh-moh-SHEE-dOH-kaht-ta      Des

15-c) にほんの    *テレビ ばんぐみ は　おもしろく なかった  です。
   nee-hoh-n noh      teh-deh-bee  BAH-n-goo-mee  wa  oh-moh-SHEE-dOH-koo- NAH-kaht-ta       Des

16) This year’s *trip to Japan is / short.   *にほんりょこう  

(K) 今年の日本旅行は短いです。

　ことしの   *にほんりょこう は　みじかい です。
  koh-toh-shee noh     *nee-hoh-n   d(i)-YOH-koh-oh wa　 mee-jee-KAH-ee     Des

(K-a) 今年の日本旅行は短くないです。

16-a) ことしの   *にほんりょこう は　みじかく ない です。
  　　　  koh-toh-shee noh     *nee-hoh-n   d(i)-YOH-koh-oh wa   mee-JEE-kah-koo- NAH-ee     Des

(K-b) 今年の日本旅行は短かったです。

16-b) ことしの   *にほんりょこう は　みじかかった です。
  　　　  koh-toh-shee noh     *nee-hoh-n   d(i)-YOH-koh-oh wa        mee-JEE-kah-kaht-ta      Des

16-c) ことしの   *にほんりょこう は　みじかく なかった です。
  　　　  koh-toh-shee noh     *nee-hoh-n   d(i)-YOH-koh-oh wa      mee-JEE-kah-koo- NAH-kaht-ta     Des

17) My boyfriend has short hair. His *younger brother also has short hair.  *おとうと

(K) 私の彼氏は髪が短いです。彼の弟も髪が短いです。

　わたしの かれし は　*かみ が　みじかい です。
        wa-ta-shi noh KAH-deh-shee wa    * kah-MEE  ga     mee-jee-KAH-ee   Des

　かれの *おとうと も　かみ が　みじかい です。
  KAH-deh noh   *oh-toh-oh-TOH  moh  * kah-MEE  ga　 mee-jee-KAH-ee     Des

17-a) わたしの かれし は　*かみ が　みじかく ない です。
wa-ta-shi noh KAH-deh-shee wa    * kah-MEE  ga    mee-JEE-kah-koo- NAH-ee    Des



かれの *おとうと も　かみ が　みじかく ない です。
               KAH-deh noh   *oh-toh-oh-TOH  moh  * kah-MEE ga　mee-JEE-kah-koo- NAH-ee     Des

17-b) わたしの かれし は　*かみ が　みじかかった です。
wa-ta-shi noh KAH-deh-shee wa    * kah-MEE  ga         mee-JEE-kah-kaht-ta      Des

かれの *おとうと も　かみ が　みじかかった です。
               KAH-deh noh   *oh-toh-oh-TOH  moh  * kah-MEE ga　     mee-JEE-kah-kaht-ta      Des

17-c) わたしの かれし は　*かみ が　みじかく なかった です。
wa-ta-shi noh KAH-deh-shee wa    * kah-MEE  ga       mee-JEE-kah-koo- NAH-kaht-ta      Des

かれの *おとうと も　かみ が　みじかく なかった です。
               KAH-deh noh   *oh-toh-oh-TOH  moh  * kah-MEE ga　   mee-JEE-kah-koo- NAH-kaht-ta      Des

18) My younger brother has bad *eye sight. His *younger sister also has bad eye sight.  *め (“eye”)

(K) 私の弟は目が悪いです。私の妹も目が悪いです。

　わたしの  おとうと は　*め が　わるい です。
   　  wa-ta-shi noh    oh-toh-oh-TOH  wa      * MEH  ga        wa-dOO-ee　  Des

　わたしの *いもうと も　*め が　わるい です。             
   　  wa-ta-shi noh    ee-moh-oh-TOH moh   * MEH  ga     wa-dOO-ee      Des

18-a) わたしの  おとうと は　*め が　わるく ない です。
  wa-ta-shi noh    oh-toh-oh-TOH  wa       * MEH  ga    WAH-doo-koo- NAH-ee　Des

わたしの *いもうと も　*め が　わるく ない です。             
  wa-ta-shi noh    ee-moh-oh-TOH moh    * MEH  ga    WAH-doo-koo- NAH-ee    Des

18-b) わたしの  おとうと は　*め が　わるかった です。
  wa-ta-shi noh    oh-toh-oh-TOH  wa       * MEH  ga         WAH-doo-kaht-ta　   Des

わたしの *いもうと も　*め が　わるかった です。             
  wa-ta-shi noh    ee-moh-oh-TOH moh    * MEH  ga         WAH-doo-kaht-ta       Des

18-c) わたしの  おとうと は　*め が　わるく なかった です。
  wa-ta-shi noh    oh-toh-oh-TOH  wa       * MEH  ga      WAH-doo-koo- NAH-kaht-ta      Des



わたしの *いもうと も　*め が　わるく なかった です。             
  wa-ta-shi noh    ee-moh-oh-TOH moh    * MEH  ga      WAH-doo-koo- NAH-kaht-ta      Des

19) My cats and dogs *get along.

(K) 私の猫と犬は仲が良いです。

　わたしの ねこと いぬ は　なか が　いい です。
       wa-ta-shi noh   NEH-koh toh ee-NOO wa  　NAH-ka   ga         EE-ee    Des

(K-a) 私の猫と犬は仲が良くないです。

19-a) わたしの ねこと いぬ は　なか が　よく ない です。
 wa-ta-shi noh   NEH-koh toh ee-NOO wa  　NAH-ka   ga         YOH-koo NAH-ee    Des

19-b) わたしの ねこと いぬ は　なか が　よかった です。
 wa-ta-shi noh   NEH-koh toh ee-NOO wa  　NAH-ka   ga         YOH-kaht-ta　   Des

19-c) わたしの ねこと いぬ は　なか が　よく なかった です。
 wa-ta-shi noh   NEH-koh toh ee-NOO wa  　NAH-ka   ga        YOH-koo NAH-kaht-ta      Des

20) The hot springs in the mountains in Japan / *feel good.   *See the い adj. for “feel good”.

(K) 日本の山の温泉は気持ち[が] 良いです。

　にほんの やまの おんせん は　きもち[が] いい です。
    nee-HOH-n  noh     ya-ma-no      oh-n-seh-n     wa      kee-moh-chee [ ga ]  EE-ee     Des

(K-a) 日本の山の温泉は気持ち[が] 良くないです。

20-a) にほんの やまの おんせん は　きもち[が]　よく ない です。
 nee-HOH-n noh   ya-ma-no      oh-n-seh-n     wa     kee-moh-chee [ ga ]    YOH-koo NAH-ee    Des

20-b) にほんの やまの おんせん は　きもち[が]　よかった です。
 nee-HOH-n noh   ya-ma-no      oh-n-seh-n     wa     kee-moh-chee [ ga ]    YOH-kaht-ta　   Des

20-c) にほんの やまの おんせん は　きもち[が]　よく なかった です。
 nee-HOH-n noh   ya-ma-no      oh-n-seh-n     wa     kee-moh-chee [ ga ]    YOH-koo NAH-kaht-ta      Des



21) My girlfriend is / smart.  

(K) 私の彼女は頭が良いです。

　わたしの かのじょ は　あたま が　いい です。
         wa-ta-shi noh     KA-no-joh       wa        ah-ta-MA  ga         EE-ee     Des

(K-a) 私の彼女は頭が良くないです。

20-a) わたしの かのじょ は　あたま が　よく ない です。
wa-ta-shi noh       KA-no-joh       wa          ah-ta-MA     ga      YOH-koo NAH-ee    Des

20-b) わたしの かのじょ は　あたま が　よかった です。
  wa-ta-shi noh     KA-no-joh        wa          ah-ta-MA    ga        YOH-kaht-ta　   Des

20-c) わたしの かのじょ は　あたま が　よく なかった です。
  wa-ta-shi noh     KA-no-joh        wa          ah-ta-MA    ga        YOH-koo NAH-kaht-ta      Des


