
日本語２１２ ２月１９日（火）

•ふくしゅう

• Expressing your expectation/supposition:  〜は
ず



Please … 
Please close 

the door

Please push 
the button

Please take 
the seat

Please go to 
bed

Please 
come in.

It is late.  
Please go 

home.

Please wait 
outside.

When  you 
decided, please 

order.



Please … 

ドアをおし
めください。

ボタンをお
おしくださ
い。

どうぞおか
けください。

どうぞ、お
休みくださ
い。

どうぞお
入りくだ
さい。

おそいです
から、お帰
りください。

外でお待ちく
ださい。

おきまりになり
ましたら、ご
ちゅうもんくだ
さい。



Expressing your 
expectation/supposition
•英語：The bus should come in 10 min.

… Statement is based on the speaker’s 
own experience or objective (scientific) 
grounds. (=“it is expected”, “it is 
supposed”)

•日本語：V shortはずだ

•バスは、１０分ぐらいで来るはずで
す。



Expressing your 
expectation/supposition
• 日本語：V shortはずだ

• 今日は、火曜日だから、バスがおくれるは
ずです。

“Today is Tuesday so the bus is expected to be 
late.”

• あの人は、ハンサムだから、女の人にもて
るはずです。

“He is handsome so he should be popular among 
girls.”

• 先生に聞いたら、わかるはずです。

“If you ask your teacher, you should figure it out.”



Expressing your 
expectation/supposition
• With Adjectives and Nouns:
• い Adj. short はずだ。
• な Adj. な／だった はずだ
• Noun の／だった はずだ。

• あの人は、なまけものだから、(He is lazy so…)

• うんどうがきらいなはずです。
“I guess he hates exercise.”

• 部屋がきたないはずです。
“I bet his room is messy.”

• 今日も朝ねぼうのはずです。
“No doubt he oversleep this morning as well.”

• 仕事もはやくないはずです。
“I am certain that his pace of work is not fast.”

• 子供の時も、なまけものだったはずです。
“I bet he was lazy as a child.”



日本語で言ってみましょう。

• It is expected that the department manager will 
drink coffee.

• 部長は、コーヒーをめしあがるはずです。

• Mary-san and John-san are expected to get along 
well.

• メリーさんとジョンさんはなかがいいはずです。

• The professor is expected to be in his office.

• 先生は、研究室にいらっしゃるはずです。

• Tomorrow, it should be a fine weather.

• 明日ははれるはずです。



〜はずだった。

• When you describe things which were scheduled/expected to 
happen but did not: "I/He was supposed to ..." 

• きのうは、試験があるはずだったんですが、、、

• 先週、日本に行くはずでしたが、仕事が忙しくて、キャ
ンセルしちゃいました。

• I was supposed to invite Yamada-san , but I forgot...

• 山田さんをしょうたいするはずだったんですが、わすれ
ちゃって、、、

• Tanaka-san was supposed to read this book but ...
• 田中さんは、この本を読むはずでしたが、、、

• We were supposed to take the train but we missed it...

• 私たちは、電車に乗るはずでしたが、乗りおくれちゃった
んです、、、



〜ないはず vs. 〜はずはない

• What is the difference?

•あの学生は、きょうは病気だそうだから、
今日は授業に出ないはずです。

• Based on the circumstances, you are expressing your 
supposition about what would not happen; " I don't expect ...", 
"I am certain that ... will not happen."

•あの学生は、まじめじゃないから、今日も
授業に出るはずがない。

• Based on your experience, you are expressing your doubt 
about what would happen; "it is inconceivable that ...", " 
There is no way ..."



日本語で言ってみましょう。
• There is no way that Yamada-san is popular among girls.

• 山田さんが女の人にもてるはずがない。

• There is no way that the department manager will take a 
day off. 

• 部長がお休みになるはずがない。

• I think the department manager will not be late since he 
left two hours ago.

• ２時間前にお出かけになったから、部長はおくれな
いはずです。

• Because he does not like coffee, I expect Yamada-san will 
not drink coffee.

• コーヒーがきらいだから、山田さんはめしあがらな
いはずです。



Honorific Expressions
• When you refer to possession of someone superior

• With Nouns 

• お〜：お仕事、お飲物、お名前、お電話(番号)、
お車、おくつ、おズボン

• ご〜：ご兄弟、ご両親、ご主人、ごしんせき、ご
けんこう、ご自分

•お仕事は何でいらっしゃいますか？

•何かお飲物めしあがりますか？

•ご自分でなさりますか？

•ご兄弟はいらっしゃいますか？



Honorific Expressions
• When you refer to attribute of someone superior

• With Adjectives

• お〜：おきれい、お好き、おしずか、お上手、お
元気、おいそがしい、おはやい

• ご〜：ごしんせつ、ご病気、ごりっぱ、

•お兄さんは、お元気でいらっしゃいます
か？

•ご主人は、ごりっぱな方ですね。



Honorific Expressions: Special 
Nouns/Adjectives

• Plain

•子供 ‘child(ren)’
•むすめ ‘daughter’

•この人／その人／
あの人 ‘this/that 
person’

•家 ‘house’
•服 ‘clothes’
•だれ ‘who’
•どこ ‘where’
•どう ‘how’
•いい ‘good’

• Honorific
• お子さん
• おじょうさん

• こちら／そちら／
あちら

• おたく

• おめしもの／およ
うふく

• どなた／どちらさ
ま

• どちら
• いかが
• よろしい



お／ごNoun

• Some have become a lexical item:
• おちゃ ‘tea’
• おかね ‘money’
• おなか ‘stomach’
• おすし ‘sushi’
• おさら ‘plate’
• おみず ‘water’
• おこめ ‘rice’
• おやつ ‘snack’
• ごはん ‘cooked rice’

• Hyper-correct form:
• おトイレ ‘toilet’
• おビール ‘beer’


