
Practice 2   “(Topic) A is B  w/ a subject & な adjective”  p. 28

Sentences that normally use kanji are first written in a normal way with kanji for 
further study. They are marked with (K) and not formatted.

1) *Naples is / beautiful.   (Try past tense. Try past negative question.)   *ナポリ  (NAH-poh-dee)

(K) ナポリは綺麗です。

　ナポリ は　きれい　です。
  NAH-poh-dee    wa       KEE-deh-eh        Des

Past ナポリ は　きれい　でした。 NAH-poh-dee    wa       KEE-deh-eh        Deh-sh-ta

Past Q ナポリ は　きれい　じゃ  なかった ですか？
　　　　NAH-poh-dee   wa       KEE-deh-eh        jah          NAH-kaht-ta        Des-KA

2) Naples is / a beautiful city.   (Try “Naples was a beautiful city, right?”)

(K) ナポリは綺麗な街です。

　ナポリ は　きれいな まち　です。
  NAH-poh-dee   wa     KEE-deh-eh-na   ma-CHEE       Des

“right?” ナポリ は　きれいな まち　でしたよね？
NAH-poh-dee   wa     KEE-deh-eh-na   ma-CHEE       Deh-sh-ta-yoh-neh

3)  My favored *places are / *quiet places.  *すき (s-KEE) *ところ (toh-koh-doh) *しずか (SHEE-zoo-ka)

(K) 私の (or, が) 好きな所は静かな所です。

　わたしの (or, が) すきな ところ は　しずかな ところ　です。
         wa-ta-shi noh   s-KEE-na  toh-koh-doh  wa     SHEE-zoo-ka-na    toh-koh-dOH      Des

4) I *like quiet *cafés.   (Try neg. Q: “Do you not like quiet cafés?”)  *すき (s-KEE)    *カフェ (KAH-hwe)

(K) 私は静かなカフェが好きです。



　わたし は　しずかな カフェ が　すき　です。
         wa-ta-shi   wa    SHEE-zoo-ka-na     KAH-hwe    ga        s-KEE          Des

Neg Q. [あなたは]　しずかな カフェ が　すき じゃ　ない ですか？
  [a-NAH-ta wa]     SHEE-zoo-ka-na     KAH-hwe    ga         s-KEE    jah           NAH-ee   Des-KA

5)   Quiet cafés are / my favored places.  < See sentence 3) p.26 >

(K) 静かなカフェは私が (or, の)好きな所です。

　しずかな　カフェは　わたしが (or, の)　すきな　ところ　です。
      SHEE-zoo-ka-na     KAH-feh    wa        wa-ta-shee  ga   (or,   noh)        s-KEE- na        toh-koh-dOH      Des

6)   My favored places are / quiet cafés.  < See sentence 4) p.26 >

(K) 私が (or, の)好きな所は静かなカフェです。

　わたしが (or, の)　すきな　ところ は　しずかな カフェ　です。
         wa-ta-shee  ga   (or, noh)        s-KEE- na       toh-koh-dOH  wa    SHEE-zoo-ka-na  KAH-feh       Des

7)  I / like / the traditional Japanese *culture.  (Try neg. Q: “Do you not like…?”) *ぶんか (culture)

(K) 私は日本の伝統的な文化が好きです。

　わたし は　にほんの でんとうてき な  ぶんか が　すき  です。
      wa-ta-shee  wa      nee-HOH-n  noh    Deh-n-toh-oh-teh-kee   na     BOO-n-ka    ga         s-KEE       Des

Neg Q　[あなたは]　にほんの でんとうてき な  ぶんか が　すき じゃ　ない ですか？
                            [a-NAH-ta wa]        nee-HOH-n  noh    Deh-n-toh-oh-teh-kee   na     BOO-n-ka    ga       s-KEE       jah           NAH-ee   Des-KA

8) I *hate *raw egg.  (Try questioning.)  *きらい (kee-dah-ee)  *なまたまご (nah-ma-TAH-ma-go)

(K) 私は生卵が嫌いです。

　わたし は　なまたまご が　きらい　です。
         wa-ta-shi   wa      nah-ma-TAH-ma-go   ga       kee-dah-ee Des

Question [あなたは]　なまたまご が　きらい　ですか？
  [a-NAH-ta wa]        nah-ma-TAH-ma-go   ga       kee-dah-ee         DES-ka



9) The *food I hate is / raw egg.  (“My averse food is raw egg.”)  < (topic) A is B pattern >  *たべもの

(K) 私の(or, が) 嫌いな食べ物は生卵です。

　わたし の (or, が) きらいな たべもの は　なまたまご　です。
        wa-ta-shi   noh       ( ga )      kee-dah-ee na   tah-BEH-moh-noh wa    nah-ma-TAH-ma-go        Des

10) My friend is / *really / *good at *cooking.  *りょうり (dee-YOH-oh-dee) (Try neg.)

(K) 私の友達は料理が上手です。

　わたし の ともだち は　りょうり が　じょうず　です。
       wa-ta-shi   noh  toh-moh-Dah-chee wa  dee-YOH-oh-dee  ga           joh-oh-zoo            Des

Neg. わたし の ともだち は　りょうり が　じょうず じゃ　ない です。
wa-ta-shi   noh  toh-moh-Dah-chee wa  dee-YOH-oh-dee  ga           joh-oh-zoo        jah           NAH-ee   Des

11)The *result of the US presidential election was / *unexpected.  *いがい (ee-gah-ee) (Try past neg.)

(K) アメリカ大統領選挙の結果は意外でした。

　アメリカ だいとうりょう せんきょの けっか は　いがい でした。
      ah-meh-dee-ka   Dah-ee-toh-oh-dee-yoh-oh  SEH-n-kee-yo  no        kek-ka    wa        ee-gah-ee   DEH-sh-ta

Past Neg. アメリカ だいとうりょうせんきょのけっか は いがい じゃなかったです。
ah-meh-dee-ka   Dah-ee-toh-oh-dee-yoh-oh  SEH-n-kee-yo no      kek-ka    wa    ee-gah-ee       jah     NAH-kaht-ta      Des

12)  Japanese / hate / *root beer.   *ルートビア (doo-toh  BEE-ah)   (Try neg.)

(K) 日本人はルートビアが嫌いです。

　にほんじん は　ルートビア が　きらい　です。
       nee-hoh-n JEE-n     wa        doo-toh  BEE-ah     ga         kee-dah-ee         Des

Neg. にほんじん は　ルートビア が　きらい　じゃ　ない です。
nee-hoh-n JEE-n     wa        doo-toh  BEE-ah     ga         kee-dah-ee         jah   NAH-ee      Des 



13) The drink Japanese hate is / *root beer.   *のみもの (noh-MEE-moh-no)

(K) 日本人が (or, の) 嫌いな飲み物はルートビアです。

　にほんじん が (or, の) きらいな のみもの は　ルートビア　です。
       nee-hoh-n JEE-n     ga      (  no  )      kee-dah-ee  na  noh-MEE-moh-no  wa      doo-toh  BEE-ah           Des

14)  Root beer is / the drink Japanese hate.   < See sentence 3) p.26 >

(K) ルートビアは日本人が (or, の) 嫌いな飲み物です。

　ルートビア は　にほんじん が (or, の) きらいな のみもの　です。
       doo-toh  BEE-ah      wa      nee-hoh-n JEE-n     ga      (  no  )      kee-dah-ee  na  noh-MEE-moh-no         Des

15) I am / *weak in / *kanji.   *にがて (nee-gah-teh)   *かんじ (kah-n-JEE)   (Try 1. Neg, 2. Past.)

(K) 私は漢字が苦手です。

　わたし は　かんじ が　にがて　です。
        wa-ta-shi     wa       kah-n-JEE    ga        nee-gah-teh       Des

Neg わたし は　かんじ が　にがて　じゃ　ない です。
        wa-ta-shi    wa       kah-n-JEE    ga        nee-gah-teh        jah NAH-ee  Des

Past わたし は　かんじ が　にがて　でした。
        wa-ta-shi    wa       kah-n-JEE    ga        nee-gah-teh     DEH-sh-ta

16)  My kids / need / *passports.   *パスポート (read ぱすぽおと)   (Try a. Neg Question, b. Past.)

(K) 私の子供達はパスポートが必要です。

　わたし の こどもたち は　パスポート が　ひつよう　です。
         wa-ta-shi  no  koh-Doh-MOH-tah-chee wa    pa-s-POH-OH-toh   ga      h(ee)-tsoo-yoh-oh       Des

a わたし の こどもたち は　パスポート が　ひつよう　じゃ　ない ですか？
wa-ta-shi  no  koh-Doh-MOH-tah-chee wa       pa-s-POH-OH-toh   ga      h(ee)-tsoo-yoh-oh       jah NAH-ee     Des-KA

b わたし の こどもたち は　パスポート が　ひつよう　でした。
wa-ta-shi  no  koh-Doh-MOH-tah-chee wa       pa-s-POH-OH-toh   ga      h(ee)-tsoo-yoh-oh     DEH-sh-ta



17)  My roommate’s cat / doesn’t need / that *cat food.   *キャットフード (read きゃっとふうど)

(K) 私のルームメイトの猫はそのキャットフードが必要じゃないです。

　わたし の ルームメートのねこは  その キャットフード が  ひつよう じゃ ないです。
     wa-ta-shi  no  doo-oo-moo-MEH-EH-toh  no  NEH-koh wa soh-noh  k(i)-yaht-toh-HOO-OO-Doh  ga  h(ee)-tsoo-yoh-oh   jah     NAH-ee     Des

18)  The *thing my roommate’s cat needs is / not that cat food.  < See 4) p.26. >   *もの “thing”

(K) 私のルームメイトの猫が (or, の) 必要な物はそのキャットフードじゃないです。

　わたし の ルームメートの ねこが (or, の) ひつよう な もの は　その キャットフード 
じゃ ないです。
     wa-ta-shi  no  doo-oo-moo-MEH-EH-toh  no  NEH-koh ga   (  no  )    h(ee)-tsoo-yoh-oh   na  moh-NOH  wa    soh-noh  k(i)-yaht-toh-HOO-OO-Doh     

jah    NAH-ee     Des

19)  That cat food is / not the *thing my roommate’s cat needs.  < See 3) p.26. >

(K) そのキャットフードは私のルームメイトが必要な物じゃないです。

　その キャットフード は　
     soh-noh  k(i)-yaht-toh-HOO-OO-Doh  wa

　わたし の ルームメートのねこが  ひつよう な もの じゃ ないです。
      wa-ta-shi  no  doo-oo-moo-MEH-EH-toh  no  NEH-koh ga  h(ee)-tsoo-yoh-oh na  moh-NOH  jah   NAH-ee     Des  


