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21. さくら学校までのバス 

ぶんぽう：particles（助詞 は・も・の・で・に・や（とか）・か・だけ・しか） 

A：すみません。ここから一番近い駅はどこですか。 

B：中山駅ですよ。ここからは 10 分くらいです。中山駅までは、この道をまっすぐ 

  行くだけですよ。あ、でも西村駅や谷口駅へも行くことができますよ。西村駅 

  までは、この道を右に曲がって、まっすぐです。中山駅と同じくらいかかります。 

A：そうですか。実はこれからさくら学校へ行きますが、1000 円しか持っていませんから、安いほうがいいです。

どちらのほうが安く行くことができますか。 

B：ああ、さくら語学学校ですね。私は一ヵ月に一回、行きます。さくら学校まではバスでも行くことができますか

ら、バスがいいですよ。電車よりバスのほうが安いですから。バス停はこの道を左に曲がって、まっすぐです。

学校までのバスは、白くて小さいのですよ。 

Ａ：バス停まではどのくらいかかりますか。 

Ｂ：歩いて 5 分くらいですから、すぐですよ。 

Ａ：ありがとうございます。 
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助詞「は」 

 －It’s used to make a contrast.  

 ①昨日は山が見えましたが、今日は見えません。 

 ②家では日本語を勉強しますが、学校では勉強しません。 

 ③犬とねこと、どっちのほうが好き？ －えっと、犬は好きだよ。 

 

 －Two particles are used in a row including は. 

   では、には、へは、からは、までは… 

 ①私の学校には、日本人の先生が三人います。 

 ②京都へはどうやって行くことができますか。 

 ③図書館へ行きたいです。 －ここからは 10 分ほどですよ。 

 

助詞「も」－It means “also” or “too”. It replaces は/が/を/(へ) or is put after other particles. 

   は／が／を→も、（へ）も、にも、からも… 

 ①私は外でうんどうするのが好きです。家で本を読むのも好きです。 

 ②明日は図書館へ行きますが、びじゅつ館（へ）も行きます。 

 ③私のへやから海が見えます。兄のへやからも見えます。 
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助詞「の」 

 －It’s used to modify a noun. Particle に is not used, and particle へ is used instead. 

   での、への、からの、までの… ×にの 

  ①かぞくとのドイツ旅行は、とても楽しかったです。 

  ②先生からの手がみを読んで、なきました。 

  ③駅までのバスは、べんりですか。 －はい。べんりですよ。 

  ④中山さんへのプレゼントは、何にしますか。 －たぶん、マグカップにします。 

 

 －It’s used instead of word of object when it’s obvious, which is same as “one”. 

   イ形容詞、ナ形容詞、N ＋の 

  ①この赤い T シャツ、かわいいですね。あ、でも青いのもいいですね。 

  ②これはちょっと大きいですね。もう少し小さいのはありますか。 

  ③右のと左のと、どちらがいいですか。 －右のをください。 

 

助詞「で」 

 －It’s used for time or quantity that makes a unit. 

 ①ももは、8 個で 12 ドルです。 

 ②さとうとしおで 50g にしなければなりません。 

 ③たてとよこで 120cm くらいのかみをください。 
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助詞「に」－（period）に（frequency）indicates frequency of events over a period of time. 

 ①一日に三回ごはんを食べましょう。 

 ②一年に一回、かぞくで海外旅行へ行きます。 

 ③会社で一ヵ月に二回くらい、せが高くてきれいな女の人を見ます。 

 ④一週間に四日くらい日本語を勉強したいですが、今はいそがしいからできません。 

 

助詞「や」－It’s used to give examples.～や～など is often used in formal. Also,とか is used for casual speech. 

 ①私は肉や魚が好きです。 

 ②スポーツが好きですから、テニスとか水泳とかしていますよ。 

 ③デンマークで赤や青などのカラフルな家を見ました。 

 ④妹はいつも犬とかねこの本を見ています。 

 

助詞「か」－It means “or”. 

   【ふつう形】V、イ形容詞、ナ形容詞な、N ＋か 

 ①土曜日か日曜日に、図書館へ行きます。 

 ②今日の晩ごはんは、肉か魚を食べます。 

 ③明日ははれかくもりだと思います。 
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助詞「だけ」－It means “only” or “just”. 

   【ふつう形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N（＋particle） ＋だけ 

 ①日本語のレッスンは、月曜日だけです。 

 ②昨日は、仕事の飲み会でビールだけ飲みました。 

 ③私だけパーティーへ行きましたから、さびしかったです。 

 

助詞「しか」－It means “only” or “just”, which is same as だけ. But it’s used for the feeling “N is not much / many”. 

   N＋しか（～ない） 

 ①ビールしか飲むことができません。 

 ②京都へ行きましたが、有名なおてらしか行きませんでした。 

 ③少ししか日本語を話すことができません。 
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もんだい 1.【は or も or の】 

①先週、友だちと大阪に行きました。京都に  行きました。 

②母はじてんしゃに乗るのが好きです。父  好きです。 

③駅まで  バスは、べんりです。 

④男の人と女の人がいます。女の人  かみが黒いですが、男の人はちがいます。 

⑤朝はひまですが、昼から  いそがしいです。 

⑥大人  子ども  、あまい物が好きです。 

⑦クライアントと  ミーティングは 11 時半からです。 

⑧手がみ  メール  、にがてです。 

 

もんだい 2.【「～の」を使って、文を作りましょう。】 

①このくつは大きいです。               はありますか。 

②これは 5000 円ですか。高いですね。もう少し               はありますか。 

③白い T シャツもいいですが、               もいいですね。 

④おちゃを飲みますか。 －はい。               をください。 

⑤にがいコーヒーを飲むことができませんから、               をください。 
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もんだい 3.【「に」を使って、文を作りましょう。】 

 例：一週間に四日、学校へ行きます。 

①               、買い物に行きます。 

②               、日本語を勉強します。 

③               、食べに行きます。 

④               、はをみがきます。 

 

もんだい 4.【「や」「とか」「か」「だけ」「しか～ない」を使って、しつもんにこたえましょう。】 

①何が好きですか。 

②スーパーで何を買いますか。 

③どんなペットがほしいですか。 

④いつ日本語を勉強しますか。 

⑤今 お金があったら（If you have money）、何を買いたいですか。 

⑥おさけを飲みますか。 

⑦バイキングで何を食べますか。 

⑧子どものとき、何がきらいでしたか。 


