
日本語の助詞とその意味 

Essential Japanese particles and what they mean 

１. 場所を表す助詞 Particles indicating a location 

助詞 

Particles 

役割 

Roles 

例文 

Example 

で 
動作の場所 

Place of action 

デパートで服を買います。 

I buy clothes at a department store. 

教室でお弁当を食べます。 

I will eat lunch in the classroom. 

で 
行事の場所 

Place of occurence 

明日、体育館でバスケの試合がありま

す。 

Tomorrow, there will be a basketball 

game in the gym. 

に 
存在の場所 

Place of existence 

机の上に鉛筆があります。 

There is a pencil on the desk. 

に 
状態が現れている場所 

Place where certain situation 

exists 

庭に花が咲いています。 

There are flowers in the garden. 

に 
到着点 

Terminating point 

山に登ります。 

I am climbing a mountain. 

もうすぐ、大阪に着きます。 

I will arrive at Osaka soon. 

を 
起点 

Starting point 

家を出ます。 

I am leaving home. 

電車をおります。 

Getting off the train. 

を 
通過点 

Passing point 

橋を渡ります。 

I will cross a bridge. 

２.時間関係を表す助詞 Time-related particles 

助詞 

Particles 

役割 

Roles 

例文 

Example 

に 
時間 

Time 

 毎日、朝６時に起きます。 

I get up at 6 am every day. 



から 
時間の始点 

Starting points in terms of time 

銀行は朝９時からです。 

The bank starts at 9:00 a.m. 

まで 
時間の終点 

Ending points in terms of time 

今日は８時ごろまで働きます。 

Today I will work until about 8:00. 

までに 
時間の期限 

Limit of time (deadline) 

２０日までに申し込み用紙を出してくだ

さい。 

Please turn in your application by the 

20th. 

で 
時間の限度 

Time limit 

 あと、１０分で試験が終わります。 

The exam will be over in 10 minutes. 

３.その他の助詞 Other particles 

助詞 

Particles 

役割 

Roles 

例文 

Example 

に 
動作の相手 

Party to whom something is done 

父にプレゼントをあげます。 

I give my father a gift. 

に 
ものの帰着点 

Place to which something is 

returned 

財布にお金を入れます。 

I put money in my wallet. 

教科書の裏に名前を書きます。 

I write my name on the back of my 

textbook. 

に 
目的 

Purpose 

デパートへ買い物にいきます。 

Go shopping at a department store. 

から 
ものの起点 

Place from which something is 

taken 

銀行からお金をおろします。 

I will withdraw money from the bank. 

この中から一つ、選んでください。 

Please choose one of the following. 

から 
原料 

Basic ingredient 

日本酒は米から作ります。 

Sake is made from rice. 

と 
いっしょに動作をする相手 

Party with whom one does 

something 

友達と一緒に映画をみました。 

I watched a movie with my friends. 

私はかなこさんと結婚したいです。 

I want to marry Kanako. 

で 
原因 

Cause 

台風で木が倒れました。 

A tree fell down by the typhoon. 

事故で電車が止まっています。 

The train has stopped due to an 

accident. 



で 
手段・方法 

Means / Method 

ボールペンでレポートを書きます。 

I will write a report with a ballpoint pen. 

英語で手紙を書きます。 

I will write a letter in English. 

車で会社へいきます。 

I will go to the office by car. 

で 
材料 

Material 

この材料で美味しいケーキを作ります。 

I will make a delicious cake with these 

ingredients. 

折り紙で鶴を作ります。 

I will make a crane with origami. 

が 
主体 

Subject 

花が咲きます。 

Flowers will bloom. 

雪が降ります。 

It will snow. 

が 
対象 

Object 

冷たいジュースが飲みたいです。 

I want to drink cold juice. 

テニスが好きです。 

I like to play tennis. 
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