Japanese grammar of verbs for JLPT
VERB + masu-form (〜ます）
Kanji 私は毎日新聞を読みます。
Furigana わたしはまいにちしんぶんをよみます。
Romaji watashi wa mainichi shinbun o yomimasu.
English I read newspaper every day.
VERB + masen (〜ません）
Kanji 私の母はアルコールを飲みません。
Furigana わたしのはははアルコールをのみません。
Romaji watashi no haha wa arukooru o nomimasen.
English My mother does not drink alcohol.
VERB + mashita (〜ました）
Kanji 私は昨日本を買いました。
Furigana わたしはきのうほんをかいました。
Romaji watashi wa kinou hon o kaimashita.
English I bought a book yesterday.
VERB + masen deshita （~ませんでした）
Kanji 私はまだ朝ご飯を食べませんでした。
Furigana わたしはまだあさごはんをたべませんでした。
Romaji watashi wa mada asagohan o tabemasen deshita.
English I have not yet eaten breakfast.

VERB + plain form
Kanji 日本人は毎日御飯を食べる。
Furigana にほんじんはまいにちごはんをたべる。
Romaji nihonjin wa mainichi gohan o taberu.
English Japanese eat rice every day.

VERB + NAI form （~ない）
Kanji 私の父はテレビを見ない。
Furigana わたしのちちはテレビをみない。
Romaji watashi no chichi wa terebi o minai.

English My father does not watch TV.
VERB + TA FORM （~た）
Kanji 私は新聞を読んだ。
Furigana わたしはしんぶんをよんだ。
Romaji watashi wa shinbun o yonda.
English I read a newspaper.
VERB + nakatta FORM （~なかった）
Kanji 私はまだ食べなかった。
Furigana わたしはまだたべなかった。
Romaji watashi wa mada tabenakatta.
English I have not eaten yet.
VERB + te FORM （~て）
Kanji 朝ご飯を食べて学校に行きました。
Furigana あさごはんをたべてがっこうにいきました。
Romaji asagohan o tabete gakkou ni ikimashita.
English I went to school after eating breakfast.
VERB + TE ARU（~てある）
Kanji このノートに漢字が書いてあります。
Furigana こののーとにかんじがかいてあります。
Romaji kono nooto ni kanji ga kaite arimasu.
English There is a kanji writing on this notebook.
VERB + TE iRU（~ている）
Kanji 私は新聞を読んでいます。
Furigana わたしはしんぶんをよんでいます。
Romaji watashi wa shinbun o yonde imasu.
English I am reading a newspaper.
VERB + naide（~ないで）
Kanji 朝ご飯を食べないで学校に行きました。
Furigana あさごはんをたべないでがっこうにいきました。
Romaji asagohan o tabenaide gakkou ni ikimashita.
English I went to school without eating breakfast.

Grammar of ADJECTIVE for JLPT N5
i-Adjective + です
Kanji この本は面白いです。
Furigana このほんはおもしろいです。
Romaji kono hon wa omoshiroi desu.
English This book is interesting.
i-Adjective + くない + です
Kanji この本は面白くないです。
Furigana このほんはおもしろくないです。
Romaji kono hon wa omoshirokunai desu.
English This book is not interesting.
i-Adjective + くない + です
Kanji この本は面白くないです。
Furigana このほんはおもしろくないです。
Romaji kono hon wa omoshirokunai desu.
English This book is not interesting.
i-Adjective + くなかった + です
Kanji この本は面白くなかったです。
Furigana このほんはおもしろくなかったです。
Romaji kono hon wa omoshirokunakatta desu.
English This book was not interesting.
i-Adjective + くて
Kanji この本は厚くて面白いです。
Furigana このほんはあつくておもしろいです。
Romaji kono hon wa atsukute omoshiroi desu.
English This book is thick and interesting.
i-Adjective + く + Verb
Kanji 友達と楽しく遊びました。
Furigana ともだちとたのしくあそびました。
Romaji tomodachi to tanoshiku asobimashita.
English I played joyfully with my friend.

i-Adjective + NOUN
Kanji これは面白い本です。
Furigana これはおもしろいほんです。
Romaji kore wa omoshiroi hon desu.
English This is an interesting book.
i-Adjective + の
Kanji 赤いのはいくらですか？
Furigana あかいのはいくらですか？
Romaji akai no wa ikura desuka?
English How much is the red one?
NOUN + NA-adjective + です
Kanji このスカートはきれいです。
Furigana このスカートはきれいです。
Romaji kono sukaato wa kirei desu.
English This skirt is beautiful.
NOUN + NA-adjective + ではありません
Kanji このスカートはきれいではありません。
Furigana このスカートはきれいではありません。
Romaji kono sukaato wa kirei dewa arimasen.
English This skirt is not beautiful.
NOUN + NA-adjective + でした
Kanji このレストランはきれいでした。
Furigana このレストランはきれいでした。
Romaji kono resutoran wa kirei deshita.
English This was a beautiful restaurant.
NOUN + NA-adjective + ではありませんでした
Kanji このレストランはきれいではありませんでした。
Furigana このレストランはきれいではありませんでした。
Romaji kono resutoran wa kirei dewa arimasen deshita.
English This was not a beautiful restaurant.
NOUN + NA-adjective + ではない
Kanji このレストランはきれいではないです。
Furigana このレストランはきれいではないです。

Romaji kono resutoran wa kirei dewa nai desu.
English This is not a beautiful restaurant.
NOUN + NA-adjective + ではなかった
Kanji このレストランはきれいではなかったです。
Furigana このレストランはきれいではなかったです。
Romaji kono resutoran wa kirei dewa nakatta desu.
English This was not a beautiful restaurant.
NOUN + NA-adjective + で
Kanji あの人は元気で優しいです。
Furigana あのひとはげんきでやさしいです。
Romaji ano hito wa genki de yasashii desu.
English That person is lively and gentle.
NOUN + NA-adjective + に + verb
Kanji あの人は漢字を上手に書けます。
Furigana あのひとはかんじをじょうずにかけます。
Romaji ano hito wa kanji o jouzu ni kakemasu.
English That person is good at writing kanji.
NOUN + NA-adjective + な + noun
Kanji あの人は元気な人です。
Furigana あのひとはげんきなひとです。
Romaji ano hito wa genki na hito desu.
English This person is a lively person.
NOUN + NA-adjective + の
Kanji きれいなのを買いました。
Furigana きれいなのをかいました。
Romaji kireina no o kaimashita.
English I bought the beautiful one.

Grammar of NOUN for JLPT N5
NOUN + DESU (です）
Kanji 私は日本人です。
Furigana わたしはにほんじんです。

Romaji watashi wa nihonjin desu.
English I am Japanese.
NOUN + DEWA arimasen (ではありません)
Kanji 私は日本人ではありません。
Furigana わたしはにほんじんではありません。
Romaji watashi wa nihonjin dewa arimasen.
English I am not Japanese.
NOUN + DESHITA (でした)
Kanji 昨日は日曜日でした。
Furigana きのうはにちようびでした。
Romaji kinou wa nichiyoubi deshita.
English Yesterday was sunday.
NOUN + DEwa arimasen deSHITA (ではありませんでした)
Kanji 昨日は休みの日ではありませんでした。
Furigana きのうはやすみのひではありませんでした。
Romaji kinou wa yasumi no hi dewa arimasen deshita.
English Yesterday was not a vacation day.
NOUN + DA (だ)
Kanji 私は学生だ。
Furigana わたしはがくせいだ。
Romaji watashi wa gakusei da.
English I am a student.
NOUN + Dewa nai (ではない)
Kanji 私は日本人ではないです。
Furigana わたしはにほんじんではないです。
Romaji watashi wa nihonjin dewa nai desu.
English I am not Japanese.
NOUN + datta (だった)
Kanji 昨日は休みの日だった。
Furigana きのうはやすみのひだった。
Romaji kinou wa yasumi no hi datta.
English yesterday was a vacation day.

NOUN + dewa nakatta (ではなかった)
Kanji 昨日は休みの日ではなかった。
Furigana きのうはやすみのひではなかった。
Romaji kinou wa yasumi no hi dewa nakatta.
English yesterday was not a vacation day.
NOUN + DE (で)
Kanji 私は学生で友達は先生です。
Furigana わたしはがくせいでともだちはせんせいです。
Romaji watashi wa gakusei de tomodachi wa sensei desu.
English I am a student and my friend is teacher.
NOUN + NO (の) + NOUN
Kanji これは先生の本です。
Furigana これはせんせいのほんです。
Romaji kore wa sensei no hon desu.
English This is the teacher’s book.
NOUN + NO (の)
Kanji この本は私のです。
Furigana このほんはわたしのです。
Romaji kono hon wa watashi no desu.
English The book there is mine.

Grammar of places for JLPT N5
Place + NI + NOUN + Aru / iru
Kanji 机の上に本があります。
Furigana つくえのうえにほんがあります。
Romaji tsukue no ue ni hon ga arimasu.
English There is a book on the table.
Place + NI + NOUN + COUNTER + Aru / iru
Kanji 机の上に本が三冊あります。
Furigana つくえのうえにほんがさんさつあります。
Romaji tsukue no ue ni hon ga sansatsu arimasu.
English There are three books on the table.
NOUN + WA + place + NI + ARU / IRU

Kanji 本は机の上にあります。
Furigana ほんはつくえのうえにあります。
Romaji hon wa tsukue no ue ni arimasu.
English The book is on the table.

