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⽇本語にきょうみが
あるんですけど、、、
• Watch Japanese anime

• ⽇本のアニメを⾒たほうがいい
ですよ。

• Sing Japanese songs
• ⽇本語の歌を歌ったほうがいい
ですよ。

• Take Japanese lessons
• ⽇本語をならったほうがいいで
すよ。

• Study abroad in Japan
• ⽇本にりゅうがくしたほうがい
いですよ。

• Not to speak in English
• 英語を話さないほうがいいです
よ。



せいせきがわるい
んですけど、、、
• Study more

• もっと勉強したほうがいいですよ。
• Read textbooks

• きょうかしょを読んだほうがいいで
すよ。

• Quit part-time job
• アルバイトをやめたほうがいいです
よ。

• Not to play during the weekend
• 週末あそばないほうがいいですよ。

• Not to skip classes
• じゅぎょうをサボらないほうがいい
ですよ。



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



Expressing a 
prediction, 
uncertainly, 
probability, and 
politeness

• 〜でしょう “I guess, probably”
• Vshort でしょう

• 明⽇は、⾬がふるでしょう。
• しゅうまつは、⾬がふらないで
しょう。

• いadj.-いでしょう
• 今⽇の午後は、あたたかいでしょ
う。

• なadj.な でしょう
• 明⽇の天気は、だいじょうぶで
しょう。

• Nounだ でしょう
• 今⽇のよるは、いい天気でしょう。



でしょう

• Often used in weather forecast
• Let’s count how many times is 
でしょう uttered?



でしょう

•でしょう
• Probability
• Hypothetical Prediction
• Conjecture (as a hypothesis)

→ present a fact as if it is a 
conjecture (more certain about 
the fact than 〜とおもいます）
→ create indirectness = 
politeness



「でしょ
う」で⾔っ
てください。

• お⾦をなくします。
• バスていまで、あるきま
す。

• ちょっと、せまいです。
• たぶん、きんちょうしま
せん。

• できるだけ、サボりませ
ん。

• たぶん、お⾦もちです。
• 明⽇は、くもりです。
• 来週は、つごうがいいで
す。

• お⾦をなくすでしょう。
• バスていまで、あるくで
しょう。

• ちょっと、せまいでしょ
う。

• たぶん、きんちょうしな
いでしょう。

• できるだけ、サボらない
でしょう。

• たぶん、お⾦もちでしょ
う。

• 明⽇は、くもりでしょう。
• 来週は、つごうがいいで
しょう。



でしょうか？

• でしょうか？ is a politer way of asking 
questions 〜ます／ですか？
• すみません、このバス、えきまで⾏き
ますか？
• すみません、このバス、えきまで
⾏くでしょうか？

• 私のせいせき、だいじょうぶですか？
• 私のせいせき、だいじょうぶで
しょうか？

• メアリーさんは、⽇本の歌にきょうみ
がありますか？
• メアリーさんは、⽇本の歌にきょ
うみがあるでしょうか？

• ⽇本の六⽉は、すずしいですか？
• ⽇本の六⽉は、すずしいでしょう
か？



⽇本語で何と
⾔いますか？
(say it politely)

a.  Where is the library?
としょかんは、どこでしょうか？

b.  What time will the class end?
このじゅぎょうは、何時におわるでしょうか？

c.  Will this movie be interesting?
この映画は、おもしろいでしょうか？

d.  What should I buy for a souvenir?
おみやげに、何を買ったほうがいいでしょう

か？
e.  What must I do?

何をしなければいけないでしょうか？



てんきよほう(weather forecast)「〜でしょ
う」

東京は、今⽇は＿＿＿＿。

福岡（ふくおか）は、今
⽇は＿＿＿＿＿＿＿。

⻘森（あおもり）は、夜
は＿＿＿＿＿＿＿。でも、
それから＿＿＿＿＿＿。

⾦沢（かなざわ）は、午
前は＿＿＿＿＿＿＿。午
後から＿＿＿＿＿＿。



てんきよほう(weather forecast)「〜でしょ
う」

札幌（さっぽろ）は、三時ごろか
らは＿＿＿＿＿＿＿＿。夜は、＿
＿＿＿＿＿＿。

東京は、今⽇午前は＿＿＿＿＿＿
＿が、午後は＿＿＿＿＿＿＿＿、
午後六時ごろから＿＿＿＿＿＿。
きおんは＿＿＿＿＿＿＿＿。

仙台（せんだい）は、朝から、夜ま
で＿＿＿＿＿＿＿。きおんは＿＿＿
＿＿＿。

20℃=68℉

30℃=86℉



でしょう？

•でしょう？ Is a question 
seeking for a confirmation for a 
conjecture or seeking for an 
agreement
• Casual/informal
• Also pronounced as でしょ？
•きまつしけんは、ちょっと、
むずかしいでしょう？
•ねえ、これいいでしょ？⽇
本で買ったの。
•それ、すてきでしょう？



Well, that’s All for the first year Japanese 
lectures

Course evaluation:  invitation should come to your inbox next week

あした:  Canvas Exam (open all day 12:00am ~ 11:59pm
10:40 ~ Oral Assessment

あさって：10:40 ~ Project Presentation



明⽇のしけん

• Reading comprehension 
• 3 short “personal ads”
• Short “folk tale” a la Ch. 12 reading
• Multiple Choice, True/False, 

Reorder the statements
• Grammar:  
• Particles
• Phrases/expressions

• Listening Comprehension
• Weather forecast
• Dialogs (Doctor/Patient, Physical 

Conditions)



In your future



Chapter 12 Vocabulary Quiz 2
1. Choose the correct verb that describes the 

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

1. <list> (1)のどがかわく(2)ねつがある
2. (3)しんぱいする (4)あるく (5)なくす
3. (6) きょうみがある (7) しんぱいする

(8)かぜをひく (9) わかれる
(10)きんちょうする

2. Using Hiragana/Katakana correctly, write 
the Japanese translation for each of the 
following English.  (3pts.x8)

(a)  For two to three days

(b)  probably, maybe
(c)  nice

(d) don’t look well

(e) For the first time
(f) Very soon, in a few moments/days

(g) As much as possible
(h)  Get well soon.

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

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

(i)
(j)


