
日本ご１３４
Adjectives Review

〜ましょう・ましょうか



日本ごで いって下さい。

ミラーさんは やさしいです。

サントスさんは 元気です。

カリナさんは きれいです。

ふじさんは たかいです。

８月は あついです。



よんでください。



よんでください。

A: お元気ですか？

B: はい、元気です。

A: 日本ごのべんきょうは どうですか？

B: そうですね。
むずかしいですが、たのしいです。



よんでください。

A: お元気ですか？

B: はい、元気です。

A: だいがくのりょうは どうですか？

B: そうですね。
へやは ちいさいですが、きれい
です。

dorm



⽇本語でいっ
てください。

• Mary-san does not like coffee very much.

• メアリーさんは、コーヒーがあまりすき
じゃありません。

• Does Mary-san like sushi?

• メアリーさんは、すしがすきですか？

• Yamada-san likes old movies very much.

• やまださんは、ふるいえいがが とてもす
きです。

• What is the food you like?

• たべものは、なにがすきですか。
• すきなたべものは、なんですか？

• What is the sport you hate?

• スポーツは、なにがきらいですか。
• きらいなスポーツは、なんですか？



〜は なにがすきですか？
すきな〜は なんですか？

foodBaseball ＝やきゅう

スポーツは、なにがすきですか？

すきなスポーツは なんですか？

飲みものは、なにがすきですか？

りょうりは、なにがすきですか？

えいがは、なにがすきですか？

おんがくは、なにがすきですか？

すきな飲みものは なんですか？

すきなりょうりは なんですか？

すきなえいがは なんですか？

すきなおんがくは なんですか？



よんでください。(Adjective 2)



よんでください (Adjectivce 3)



よんでください。(Adjective 4)

おねがいします



よんでください。(Adjective 2)

A:  テニスがすきですか？

B:  ええ、すきです。

A:  じゃあ、日曜日 いっしょに
テニスをしませんか？
B:  いいですね。



よんでください。(Adjective 2)

A:  えがすきですか？

B:  ええ、すきです。

A:  じゃあ、日曜日 いっしょに
びじゅつかんに ⾏きませんか？
B:  いいですね。

Drawings = え
Art museum



よんでください(Adjective 3)

かぶき

Awsome:すごい

A:  きのう、はじめて かぶきを
みました。
B:  どうでしたか。

B:  とても、すごかったです。



よんでください (Adjective 3)

A:  きのう、はじめて おはなを
しました。
B:  どうでしたか。

B:  すごく、むずかしかったです。

Flower arrangement=おはな



よんでください。(Adjective 4)

おねがいします

A:  せんしゅう ながさきへ ⾏きました。

B:  そうですか。どんな ところですか？

B:  おもしろい ところですよ。しゃしんを
みますか？
A:  ええ、おねがいします。



よんでください。 (Adjective 4)

おねがいします

A:  せんしゅう ならこうえんへ ⾏きました。

B:  そうですか。どんな ところですか？

B:  しずかな ところですよ。しゃしんを
みますか？
A:  ええ、おねがいします。



Inviting someone to do 
something together
• To invite someone:
• 〜ませんか？“Why don’t we ~?”

• プールでおよぎませんか？
• ゲームをやりませんか？

• To suggest to do something 
together:
• 〜ましょう “Let’s ~”

• バスにのりましょう。
• 先⽣に、ききましょう。



⽇本語で
いってくだ
さい。

• Let’s take a photo here.
• ここで、しゃしんをとりましょう。

• Let’s meet in front of the library.
• としょかんのまえで、あいましょう。

• Let’s wait inside the coffee shop.
• きっさてんの中で まちましょう。



日本ごでいって下さい。



あさは、〜。ごごは〜ましょう。

•あさは
• うちでしゅくだいをします。

•ごごは
• おんがくを ききましょう。

しゅくだい



(           )は、〜。 (           ) は〜ましょう。

Till 5pm

At night

12noon

And then

evening

And then

afternoon

evening

五時までは、アルバイトをします。

よるは、日本ごを べんきょうしましょう。

十二時までは、アルバイトをします。

それから（は） えいがを みましょう。

よるまでは、テレビをみます。

それから（は）、てがみを かきましょう。

ごごまでは、サッカーを します。

よるは、おさけ・ビールを 飲みましょう。



〜ましょうか？
• Shall we ~?
• Used after agreement is made.  To arrange details 

of an agreement.
• Example 1

You:  あした、あいませんか？
Your friend:  いいですねえ。
You:  じゃあ、きっさてんで、コーヒーをのみま
しょうか？
Your friend:  そうですね。いいですよ。



〜ましょうか？
• Shall we ~?
• Used after agreement is made.  To arrange details 

of an agreement.
• Example 2

Your friend:  えいがをみましょう。
You:  いいですよ。

何をみましょうか？
Your friend:  おもしろいえいががありますか？
You:  さあ、わかりません。メアリーさんに、き
きましょうか？
Your friend:  そうですね。そうしましょう。



よんでください。(5.  “Let’s”)



よんでください。(5.  “Let’s”)

Tomorrow
Go to a

restaurant

あした、いっしょ
に ばんごはんを
食べませんか？

いいですね。

じゃあ、
あした
レストラ
ンに ⾏
きましょ
う。

わかりました
。



よんでください。(5.  “Let’s”)

together
Buy movie 

tickets

あした、いっしょ
に えいがを み
ませんか？

いいですね。
じゃあ、あし
た いっしょ
に きっぷを
かいましょ
う。。

わかりました
。



Chapter 4 Vocabulary quiz 2
1. Which verb describes each of the following 

pictures.  Choose from the list below. (2ptsx.4)

2. Using Hiragana correctly, write Japanese 
translation of the following English. (3pts.x5)

(a) extremely
(b) It’s OK
(c) What kind of
(d) And then
(e) together

3. What is the Japanese adjective for each of
the following English expression?  Choose 
from the list.(2pts.x5)

(a) quiet               (b) lively

(c) healthy, energetic

(d) beautiful (e) dislike

(あ) きらい (い) げんき (う) すき

(え) しずか (お) ひま (か) きれい

(き) にぎやか (く) こわい

(a) (b) (c)

(d)
(あ)のる (い)およぐ (う)やる

(え)でかける (お)きく


