
日本語１１３
５月２３日（木）

Telling your preference, Giving advice:  〜ほ
うがいい

Obliga7on



What	happened? 「どうしたん
ですか」

あたまがいたいんです。

ふつかよいなんです。

せきが出るんです。

けんかをしたんです。

きもちわるいんです。

ママがいないの（泣）

ちょっとねむいんです。

My head 
aches,,,

I hate you!

You fool!

Pulled an 
all-

nighter…
Mom~  

where are 
you~?

Partied all 
night…

ゴホ、
ゴホッ

Oooo, 
grose!



日本語で言ってください。

• There are too many drinks at a Japanese convenience store
• 日本のコンビニには、飲み物がありすぎます。

• I got too nervous and I did not remember anything.
• きんちょうしすぎて、何もおぼえていません。

• I drank too much last night and I have a hangover today.
• きのうのばん、飲みすぎて、今日は二日よいです。

• This snack is too sweet and does not taste good.
• このおかしは、あますぎて、おいしくないです。

• This class is too easy and I became sleepy.
• このクラスはかんたんすぎて、ねむくなりました。



小テスト

• Please put your textbook, notebook, paper, etc. in your bag.
• Please turn off your phone, device, etc.
• When you finish, please turn in the quiz and leave the room.



小テスト



新しいかんじ

•働く
•連れる
•別れる
•度
•赤
•青
•色

•はたら(く)
•つ(れる)
•わか(れる)
•ど
•あか
•あお
•いろ



Telling	your	preference;	
Giving/Asking	Advice
•〜Vたほうがいい
• “It is good if you V”
•〜Adj.Presentほうがいい

• “It is good if Adj.”
•〜Nounのほうがいい
• “it is good if N”
•〜ないほうがいい
• “It is good if no ~”

Remember “comparison 
between 2 items”?
〜のほうが



病気の時は、何をしたほうが
いいですか？
• Take medicine
• くすりを飲んだほうがいいですよ。

• Rest as much as possible
• できるだけ、休んだほうがいいですよ。

• Go see a doctor
• いしゃに行ったほうがいいですよ。

• Not to drink alcohol too much
• おさけを飲みすぎないほうがいいですよ。

• Not to exercise
• うんどうをしないほうがいいですよ。



Preference:		Sentenceを作って
ください。
•おかしは、(sweet)＿＿＿＿ほうがいいで
す。

•天気は、(sunny)＿＿＿＿＿＿ほうがいい
です。

•しけんは(simple)＿＿＿＿＿＿ほうがいい
です。

•プレゼントは(Japanese snacks) 
______________ほうがいいです。
•パーティーの時の食べ物は(plenty, a 

lot)____________ほうがいいです。

あまい

はれの

かんたんな

日本のおかしの

おおい



Expressing	Obligation	“have	to”

• 〜なければいけない
• (colloquial)
• 〜なきゃいけない(or 〜なけりゃいけない）
• ふとったので、ちょっと、うんどうしなければいけ
ません。

• 明日は、８時からじゅぎょうだから、早く起きな
きゃいけないんです。

• しけんのこたえ(answers)は、日本語じゃなければい
けません。

• 作文は、ながくなければいけないと先生が言いまし
た。



Expressing	Obligation	“have	to”

•〜なければいけない／〜なきゃいけない
• (colloquial): 〜なければ／〜なきゃ。
•早く、行かなきゃ。
•あっ、しゅくだいしなきゃ。わすれてた、、、
•おみやげは、日本のおかしじゃなきゃ、、、



Expressing	Obligation	“have	to”

• Compare with:
•〜Vてもいい
• It is OK if Ving ~:  “may”, “can”

•〜Vてはいけない
• It is not OK if Ving~:  “may not”

•〜Vなければいけない
• It is not OK if not Ving:  “have to”



Expressing	Reasons:	〜ので

• Expressing Reasons:  So far you have learned…
• たけしさんは、今日は休みです。かぜをひきましたから。

• You state the situation; then add the reason with 〜から at the end.
• ねつがあるから、仕事をサボりました。

• You connect a statement of reason and of its effect with から.

• 二日よいで、あたまがいたいんです。
• With the particle で.

• You also learned:
• 〜んです／の(です)

• Express the circumstances.
• あたまがいたいんです。
• のどがかわくの。



Expressing	Reasons:	〜ので

• 〜のでß〜のです
• 〜ので is used as a sentence connector
• 〜ので、＿＿＿＿＿＿

↑ ↑
circumstance     its effect
• かぜをひいたので、きょうはおやすみします。
• ちょっといそがしいので、またあとで電話します。
• ちょっとたいへんなので、勉強したくありません。
• 病気なので、ちょっと行けません。

• What is difference between〜から and 〜ので？
• Not much different
• With 〜ので、expressing the circumstance(s) that is presented as a fact
• 〜から does not have this meaning
→before 〜ので、you cannot state a speculation (expressions such as 〜だろう ”I guess”) 

明日は、雨がふるだろうから・＊ので、今日、テニスをしましょう。



Expressing	Reasons:	〜ので

• 〜ので
• Some variations
• Colloquial style:  〜んで
• ちょっとはがいたいんで、つめたい飲み物は、飲みま
せん。

• とてもひまなんで、テレビを見ています。
• “Effect” statement can be skipped (when the “effect” is easily 

guessed):
• すみません、今日、ちょっとおそくなりますので、、、
よろしくおねがいします。

• 明日は、つごうがわるいので、、、ほんとうに、すみ
ません。



Let’s	make	logically	connected	
sentences

1. 病院に行きます。
2. 歌を歌うのがへたです。
3. 今は、つごうがわるいで
す。

4. ちょっといそがしいです。
5. このかんじのいみがわかり
ません。

6. 中国語です。

a. しゅうまつもしごとを
します。

b. おしえてください。
c. 歌いたくありません。
d. かぜをひきました。
e. ぜんぜんわかりません。
f. ちょっと早く帰ります。
g. あとで、あいましょう。

ので


