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43 important Grammatical constructions for N5 in order of importance japanese4all.com

1 - 4053 Verb / i-adjective / Na-adjective + Nouns ( relative clauses)

 Relative Clause ( the clause that modifies the noun,  「わたしが きのう とった 写真（しゃしん） は これです。」

－ (This is the photo that I took yesterday.  ) is basically a clause that functions as an adjective.  How to

construct this with the following two sentences: (1) きのう わたしは 公園こうえん に 行きました。 (I went the park

yesterday. ) + (2) 公園 は とても ひろくて 大きかったです。 Step 1: Find the commonly used noun - 「公園」 in

a relative clause and delete it.  Then change 「は」 to either 「が」 or 「の」. Change also 「行きました」 to 「行っ

た」 - ie. change the formal form to informal.  「きのう わたしが/の 行った 公園は ひろくて 大きかったです。」 

is the completed sentence.

つくり つくる つくって つくった

1

入る 入れる 入った 入れた

2

かって かった かいて かいだ

3

とる とって とった とりた

4

2 - 4110 Verb - Pre ます form + ながら （ 食べます ながら）

The ながら expression is used when the same agent performs two actions simultaneously.  For this reason the verb

in the 「ながら」 clause must designate an action which lasts over a period of time.  Non-durative verbs cannot be 

used within a [ながら] clause. Eg:  食たべながら、話はなさないでください。( Do not talk while you are eating. ) The

following sentence is wrong as the subjects ( ie. 「おとうと」 and 「わたし」 are not the same. 「おとうとは テレビを

見ながら、わたしは 本を よみます。」, but 「おとうとは テレビを 見ながら、本を よんでいます。」 is correct as 

the agent of two verbs 「見る」 「よむ」 is the same person.

ききて きく きかない きき

18

よみ よむ よんで よみます

19

のみ のま のむ のんで

23

1
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（ ） ながら 食（た）べないで ください。

あるく あるいて あるき あるかない

30

3 - 4023 な-adjective + に ＋ Verb (きれいな → きれいに)

The adverbial form of な- Adj  as in 「きれいに」 implies “some change has taken place.” An adverbial form of 

な-adjectives modifies the verb to explain the way the verb is affected by this adverb.  For example,  in 「あの子こ

は うたを じょうずに うたいます」 ( That child sings songs very well. ),  「じょうず に」 which means “skillfully” 

modifies/explains the way this child sings song.   ”The adverbial form of な-adjective + する” means “to make 

something adj”. For example, こうえんを きれいに する。」 means ”to make a park more beautiful. “

きれいだ きれいに きれいな きれいく

34

じょうずで じょうぶな じょうずに じょうずで

35

たいせつ たいせつな たいせつに たいせつだ

37

しずかで しずかな しずかの しずかに

39

4 - 4011 い - adjective + Verb ( はやく あるく, to walk quickly )

The adverbial form of い- Adj  as in 「おおきく」  implies “some change has taken place.” An adverbial form of 

い-adjectives modifies the verb to explain the way the verb is affected by this adverb.  For example,  see 「 きのう

の テストは よく できました。」 ( I did very well on yesterday’s exam. 「よく」 which is an adverbial form of the i-

adjective 「いい」  modifies the verb 「できる」。So, 「よく できました」 means “ the exam waa completed in a very 

good manner.”.   「adverbial form of い -adjectives + する」 means “to make something adj”.   For example, 「じ

を 大きく する。」 means to make letters larger.

はやい はやく はやくて はやいに

49

大きい 大きく 大きいに 大きく

50
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よく よい よくて よかった

52

高（たか）いですね。もっと （ ） して ください。

安（やす）く 安くに 安いに 安い

60

5 - 4038 Verb て form （ 食べる → 食べて）

The Vて-form functions to link sentences.  This is, if the last element of the predicate of a clause is the て-form, 

it means that that clause is not the end of the sentence and that another predicate or clause follows it. In other

words, て-form can join clauses. 「テストは １時に はじまります。 + テストは ２時に おわります。」→ 「テストは

１時に はじまって、２時に おわります。」(The exam starts at 1 and finishes at 2. ). This construction is often 

employed to express a cause and effect relationship between two clause as in 「ビールを 飲んで、あたまが いたく

なりました。」 ( I drank beer, and I got a headache.)

はじまる はじまりて はじまった はじまって

62

あるく あるき あるいた あるいて

63

くつを （ ）そとに 出（で）ます。

はく はいて はかない はきます

64

きのうの よるは ６時（じ）に （ ） 、ごはんを つくりました。

かえる かえった かえって かえったり

65

6 - 4111 Verb て form + から （ きってを はってから、てがみを だします。）

[Vて-form + から] denotes ‘after doing something.  For example, 「しんぶんをよんでから、うちを でました。」 

means ‘After reading the newspaper, I went out from  home.’ 「きってを はってから、てがみを だします。」 ( I 

will post a letter after I put a stamp on it.)  This form should not be confused with Vた＋から in which 「から」 is 

used as a conjunction of cause/reason .「この しんぶんは もう よんだから、いりません。」(I do not need this paper 

because I have already read it.  ) Cf. 「テストは １時
じ

から ２時
じ

までです。） The exam starts from 1 to 2. )

よみます よむ よんで よんだ

74
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見て 見ます 見 見る

75

あらう あらい あらって あらった

76

はる はって はった はりて

77

7 - 4109 Verb + とき （ たべる とき when/just before eating、たべた とき after eating）

If the tense of the verb in the [とき (time)] clause is non-past as in 「食たべる」, the actions described are 

interpreted as happening simultaneously with the tense of the main clause verb. 「ごはんを 食たべるとき、「いただき

ます」と いいます。）( When we have a meal, we say “いただきます。”） If the tense of the verb in the [とき] clause

is past「食べた）, the action referred to is already completed.  （ ごはんを 食
た
べた とき、「ごちそうさま」と いい

ます。）( After the meal, we say “ごちそうさま”. Verb てから - construction also employed to express “after” as 

in 「ごはんを 食べてから、は を みがきます。」 ( I do teeth after eating meals. )

帰（かえ）り 帰る 帰って 帰った

85

ね ねる ねて ねた

86

よむ よみ よんで よんだり

87

びょうきに （ ） 時ときは、びょういんへ 行（い）きます。

ならない なるの なって なった

91
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8 - 4112 V た ＋ あとで

[Verb informal past (affirmative only)  or Verb た-form + あとで] denotes “after doing,,,”. This expression is used 

primarily with active verbs.  「先生せんせいは かんじを おしえた あとで、来週 らいしゅう テストを します。」( Our 

teacher sets an exam after he teaches us kanji next week. ). Note Verb-た form is employed regardless of the 

tense in the main verb as above. Non-past Verb + まえに can rephrase the sentence above as follows:  「先生は

来週 テストを するまえに、かんじを おしえます。」

おしえます おしえた おしえるの おしえる

96

する するの したの した

97

食べ 食べる 食べた 食べます

98

おわる おわるの おわったの おわった

99

9 - 4113 Verb - dictionary form + まえに

[Verb dictionary form + まえに] denotes ‘before [doing] ,,,”.  This expression is used primarily with active verbs.

「 ねるまえに、は を みがきましょう。」(Let’s do the teeth before you go to bed.) . Note Verb dictionary form is 

employed regardless of the tense in the main clause.  「きのうは ひるごはんを 食
た
べるまえに、本を 読

よ
みまし

た。」( I read a book before lunch yesterday.)

ねよう ねて ねた ねる

106

行（い）く 行か 行って 行った

108

くる きて きた こよう

110
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