
⽇日本語２１３  ４⽉月３０⽇日（⽕火曜⽇日）
「のに」ふくしゅう 
〜～ように／ような 
漢字⼩小テスト



[〜～のに」を使って、⽇日本語で⾔言ってみ
なさい。

¤ I was told to make copies.  I was very busy… 
¤ コピーをとりないさいと⾔言われた。忙しいのに、、、 

¤ Tanaka-san is still energetic.  He stayed up all 
night,,, 
¤ ⽥田中さんは、まだ元気だ。てつやしたのに、、、 

¤ I was bullied by them.  I thought they were my 
friends,,,  
¤ いじめられてしまいました。友達だと思っていた
のに、、、 

¤ Our house was broken into by a thief.  I closed 
all the windows,,, 
¤ 家にどろぼうに⼊入られました。まどを全部閉めた
のに、、、 



Describing your impression

¤ When you see something and tell “it 
appears…”, ”something is about to 
happen”, “I sense …” 
¤ Vます、いAdj.いそう 
¤ ⾬雨が降降りそうだねえ。 
¤ これ、おいしそう！ 
Bases of judgment ß hunch, superficial 
appearance, less factual (may be 
true, may not be true) 



Describing your impression

¤ When you sense based on your past 
experience, knowledge (including 
the one you just observed) “X is like 
~”, “It appears ~” 
¤ Vshort、Ashortみたい 
¤ 今⽇日は、⽥田中さん来ないみたいだね。 
¤ 今⽇日、ちょっと寒いみたい。 

¤ When you make a comparison: 
¤ ねえ、ちょっと⾒見見て。この⼈人、
ちょっとブラピみたいじゃない？ 

本物の
ブラピ
です。



Describing your impression

¤ X みたいな Y 
       ↑ 　 　 　 　                   ↑ 

Bases of comparison      actual reference 

¤ ⽇日本⼈人みたいなアメリカ⼈人 
¤ ウソみたいな話 
 

 



Describing your impression

¤ X みたいに Action 
       ↑ 　 　 　 　                            ↑ 
Bases of comparison  actual action 
(expected results) 
¤ ⽥田中さんみたいに勉強する 
¤ 映画スターみたいに話す 
¤ みたい is an informal/colloquial 

equivalent of よう 

 

 



Formal Version of みたい 
＝「よう」  

¤ よう：A nominal conjugates as a な-
adjective 

¤ 今⽇日は、⾬雨がふるようです。 
¤ 今⽇日は、⾬雨がふるみたいです。 

¤ 何もしなかったようです。 
¤ 何もしなかったみたいです。 

¤ やくざのような服装(ふくそう)   
¤ やくざみたいな服装 

¤ このように作って下さい。 
¤ これみたいに作ってください。 
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「よう」を使ったidioms

¤ X(の)ようなY  “Y which is like X” 
¤ おとぎばなし”fairy tale”のような話 
¤ ゆめ”dream”のような話し 
¤ びっくりしたようなかお 
¤ 今まで泣いていたようなかお 
¤ 何も知らなかったようなたいど”behavior” 



どのような顔だと思いますか？
¤ リラックスしている
ような顔 

¤ びっくりしたような
顔 

¤ ちょっとこまってい
るような顔 

¤ わらっているような
顔 

¤ おこっているような
顔 

¤ ないているような顔 
¤ インクレディブルハ
ルクのような顔

¤ F 

¤ D 

¤ C 

¤ A 

¤ E 

¤ B 

¤ E 



ようにV

¤ 〜～ように⾔言う  “Tell (someone) to ~” 
¤ 早く宿題をするように⾔言いました。

¤ 〜～ようにする  “Do just as ~” 
¤ 先⽣生が⾔言ったようにして下さい。 



〜～ように⾔言う

¤ Tell (someone) to V (< tell (someone) to 
arrange to V”) 

¤ A quotation of a request, command, etc. 
¤ 先⽣生：「明⽇日までに宿題をしなさい。」 
¤ ⇒ 　明⽇日までに宿題をするように先⽣生が⾔言いま
した。 

¤ ⺟母：「もう、⾷食べないでね。」 
¤ ⇒ 　⺟母は、もう⾷食べないように⾔言ったんだけ
ど、、、 
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⽇日本語で⾔言いなさい。
¤ I was told to make copies by my boss. 

¤ 部⻑⾧長に、コピーをとるように⾔言われました。 

¤ I was told to make a plan by my teacher. 
¤ 先⽣生に、計画をたてるように⾔言われました。 

¤ I was told not to worry about by my mother. 
¤ ⺟母に、⼼心配しないように⾔言われました。 

¤ I was told by my senior classmate not to let the 
junior classmates complain. 
¤ せんぱいに、こうはいにもんくを⾔言わせないよう
に⾔言われました。 
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〜～Vaffirmative/negativeようにする 

¤  Literal meaning: to “do something to 
appear ~” → 　“to arrange so that ~ will 
happen” (not simply making an effort) 
¤  あした早く来ます。 

 “I’ll arrive early tomorrow.” 
¤  あした早く来るようにします。 

 “I’ll arrange to arrive early tomorrow.” 
 “I’ll make it so that I’ll arrive early 
 tomorrow.” 

¤  授業中に、ネットであそばないようにし
て下さいね。 

 　“Please do not surf on the internet 
during the class.” 
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「〜～ようにする」で⾔言ってみましょう。 

¤  Please exercise (i.e. arrange so 
that you will exercise) more. 

¤  もっと運動するようにしてくださ
い。 

¤  Would you not dump garbage (i.e 
would you arrange so that you do 
not dump garbage) in front of my 
house? 

¤  家の前にごみをすてないようにし
てくれませんか。 
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S1ようにS2 

¤  S2  “so that”  S1 

¤  病気にならないように毎⽇日運動をします。 

¤  ⾞車車にぶつけられないように気を付けて下
さい。 

¤  S2 “just like” S1 

¤  ⽇日本語を⽇日本⼈人が話すように話したいで
す。 



×

×

×

Action Expected Result

試験で間違えない
ように、ふくしゅ
うやよしゅうをし
ます。

ひげが⻑⾧長くならない
ように、ひげをそり
ます。

朝ねぼうしないよ
うに、夜⼋八時に寝
ます。


