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読んでください。
•昔々、この町に神さまがいました。
•いつも、朝、早く起きますか？
•時々、たくさんの⼈々が私が住んでいる町
に来ます。
•この近くで、⽜を⾒たことがありますか。
•かんじを使って、⼿紙を書いてください。
•⾚と⻘と、どっちの⾊を使いますか？
•海に連れて⾏ってください。今⽇は、きお
んが９０度であついですから。



きょうみがある

せきがでる あるく なくす

ねつがある かぜをひく

きんちょうする

わかれる
しんぱいする

のどがかわく



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,,,

大きらい!

バカ!

Pulled an 
all-

nighter…
Mom~  

where are 
you~?

Partied all 
night…

ゴホ、
ゴホッ

Oooo, 
grose!



Doing 
something 
excessively, 
being excessive

• This clothe is a bit too big.
• このふくは、ちょっと⼤きすぎま
すね。

• This place is too quiet at night and it 
is a bit too scary.
• ここは、夜、ちょっと、しずかす
ぎて、こわいんです。

• It does not rain excessively and we 
are worried.
• ⾬がふらな(さ)すぎて、ちょっとし
んぱいです。

• I am tired because I worked too 
much.
• ちょっと、働きすぎて、つかれて
います。

• I met a celebrity and I got too 
nervous and did not say anything.
• 有名⼈にあって、きんちょうしす
ぎて、何も⾔わなかった。

• I walked too much and my legs hurt.
• あるきすぎて、あしがいたいです。



Telling your preference; 
Giving/Asking Advice

•〜Vたほうがいい
• “It is good if you V”

•〜いAdj.Presentほうがいい
•〜なadj. なほうがいい
• “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 ~”



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”



学生は、(have to)



学生は、(have to)

朝、早く起きなければいけません。

学校に、⾏かなければいけません。 じゅぎょうにでなけれ
ばいけません。

家で、しゅくだいをしなければいけません。

アルバイトをしなければいけません。
そうじをしなければいけ
ません。



⽇本語で⾔ってください。

×

けんかをしてはいけません。

かんじで書かなければいけません。

ちこくしてはいけません。

電話をかけてはいけません。

やせなければいけません。

れんしゅうしなければいけません。たべすぎてはいけません。



Chapter 12 Vocabulary Quiz 1
1. Choose the correct word that describes 

each of the following pictures.  (2pts.x10)

1. <list>

2. (1)しあい (2)ゆき (3)はな (4) ふく
(5) はれ (6) もの (7) おてあらい (8) せき
(9) おなか (10) くもり (11) かぜ
(12)せいせき

2. Using Hiragana correctly, translate the 
following English into Japanese.  (3pts.x7)

(a) inconvenient, to have a scheduling conflict
(b) Hurt, painful

(c) meaning
(d) There are many

(e) politics

(f) Sweet
(g) Narrow, not spacious

(a) (b) (c) (d)

(e) (f)
(g) (h) (i)

(j)


