
⽇日本語２１１
１０⽉月２⽇日（⽕火）〜～そうです 

  Vてみる 
  かんじ⼩小テスト 



～そうです  “It appears ~” 

¤ Express your sensory impression/hunch of a 
situation/circumstances; may not be true 

¤ いadj.  高い　→　高そう　（いい→よさそう）	

¤ なadj. 　  元気な→　元気そう	

¤ Verb  ふります→　ふりそう 

¤ With verbs, Vそう implies that the action is 
about to happen. 

¤ もうすぐ晴れそうですね。 

¤ 暗（くら）くて、雨（あめ）がふりそうですね。	
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Negative of ～そうです 
¤ 高そう　→　 	高くなさそう　	

	いadj.   （高そうじゃない）	

¤ 元気そう　→　元気じゃなさそう 	 		

	なadj.   （元気そうじゃない）	

¤ (あめが）ふりそう　→　 	ふりそうじゃない 

  verb    （ふらなさそう） 

     （ふりそうにない） 
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〜～そう

¤ Forms a な-Adj. 
¤ As a predicate: 　〜～そうだ 
¤ おいしそうです。 
¤ おいしそうじゃありません。 
¤ おいしそうでした。 
¤ おいしそうだったよ。 

¤ As a modifier for a noun:  〜～そうな 
¤ ひまそうな⼈人 
¤ かなしそうなかお



～そうです 
1.         2.     　 　3. 

 

 

 

 

4.      　 　 　 　5. 
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おちそうです。 
なきそうです。 おもしろくなさそ

うです。 

ころびそうです。 おいしくなさそうです。 

おちるニャー

ブッブッ
ブッブ、、、

ムスッ

ウワーころ
ぶ〜～

ゲーひどい
あじ、、、



～そうです 
1.         2.     　 　3. 

 

 

 

 

4.      　 　 　 　5. 
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うれしそうです。 
たいへんそうです。 

しあわせそうです。 

おいしそうです。 ひまそうです。 



どんな先⽣生？

おもしろそうな先⽣生だね。
きびしそうな先⽣生だよ。

やさしそうな先⽣生かなあ？？？ 

ちょっと、おかしそうな先⽣生だぞ。
だいじょうぶかなあ、、、



Expressing Willingness to try  	

¤ “To do and see how things are/will be” 

¤ “To try and see how I like it/how it turns 
out” 

¤ 〜Vてみる 
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て-form!

¤ てつだう 
¤ みつける 
¤ かえす 
¤ のる 
¤ およぐ 
¤ はたらく 
¤ もつ 
¤ のむ 
¤ あそぶ 
¤ もってくる 
¤ はじめる 
¤ かんどうする 

¤ てつだって 
¤ みつけて 
¤ かえして 
¤ のって 
¤ およいで 
¤ はたらいて 
¤ もって 
¤ のんで 
¤ あそんで 
¤ もってきて 
¤ はじめて 
¤ かんどうして



Expressing Willingness to try:   
Vてみる	

¤ きのうはじめてすしを食べてみた。 

¤ このセーター、着てみてもいいですか。 

¤ ヨーロッパに行ってみたいと思います。 

¤ このパソコン、使ってみようかな。�
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⽇日本語で⾔言って下さい。”Let’s V and 
see how it turns out.”
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へんなやさいだ
なあ、、、

ちょっと、いためてみよう。
Stir fry 「いためる」



⽇日本語で⾔言って下さい。”Let’s V and 
see how it turns out.”
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ちょっと、さとうを⼊入れてみよう。

Sugar 「さとう」

これまずいな
あ、、、



⽇日本語で⾔言って下さい。”Let’s V and 
see how it turns out.”
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使い⽅方が分か
らないな
あ、、、

ちょっと、たのんでみよう。

使い⽅方、教
えて！



⽇日本語で⾔言って下さい。
¤  It appears to be cold next week so I will knit a 

sweater (and see how it turns out). 
¤ 来週はさむそうだし、セーターをあんでみます。 

¤ This movie appears to be interesting and I will 
watch it (see how it turns out). 
¤ このえいが、おもしろそうだし、⾒見見てみます。 

¤ This motorcycle (バイク)appears to be no good 
but I will ride it (and see how it turns out). 
¤ このバイクはだめそうだけど、乗ってみます。 

¤ The baby is about to cry so I will sing a song 
(and see how it turns out). 
¤ ⾚赤ちゃんがなきそうだから、うたをうたってみます。 
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