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ふくしゅう	 
•  Even	  if	  it	  stops	  raining,	  we	  are	  not	  going	  out	  today.	  
•  雨がやんでも、今日は出かけません。	  

•  Even	  if	  you	  have	  someone	  talking	  behind	  your	  back	  (use	  
passive	  for	  this	  part),	  you	  must	  put	  up	  with	  it.	  
•  悪口を言われても、がまんしなければいけません。	  

•  No	  ma>er	  how	  many	  ?mes	  you	  had	  stomach	  problem,	  
you	  never	  take	  a	  medicine.	  
•  どんなにおなかをこわしても、くすりを飲まないんで
すね。	  

•  No	  ma>er	  what	  (kind	  of)	  sad	  story	  I	  tell	  to	  my	  teacher,	  
he	  does	  not	  sympathize	  with	  me.	  
•  どんな悲しい話をしても、先生は、どうじょうしてく
れません。	  



Talking	  about	  your	  decision:	  	  
〜ことにする	 
• ふくしゅう：	  
• When	  ordering	  food	  at	  a	  restaurant:	  	  “I	  will	  have	  X.”	  
•  Xにします。	  
• 私は、ビフテキにします。	  
• じゃあ、僕はカレーライスにしよう。	  
• Waitress:	  	  “What	  would	  you	  have?”	  
• 何になさいますか？（なさる＜する）	  
• 〜にする：decision	  

•  If	  the	  decision	  is	  made	  by	  someone	  (or	  you	  want	  to	  tell	  
that	  it	  is	  not	  your	  own	  decision):	  
• 〜になる	  
• おねだん、７５００円になります。	  
• 明日は、お休みになりました。	  



I	  have	  decided	  to	  V:	  
Vshortことにする	 
• When	  you	  decided	  to	  get	  married…	  
• 結婚することにしました。	  

• When	  you	  decide	  to	  go	  to	  Japan…	  
• 日本に行くことにしました。	  

• When	  you	  decide	  not	  to	  take	  a	  test…	  
• 試験をうけないことにしました。	  

• When	  you	  decided	  not	  to	  talk	  something	  bad	  
about	  someone	  
• 人の悪口を言わないことにしました。	  



Talking	  about	  something	  you	  
decided	  to	  do	  as	  a	  habit	 
•  Vshort	  ことにしている。	  
• 毎日うんどうをすることにしています。	  
• 一週間に一回か二回魚を食べるようにしています。	  
• あぶないところには行かないようにしています。	  
• 先輩に、重い物をはこばせられないようにしてい
ます。	  

•  Someone	  else	  made	  a	  rule	  and	  you	  are	  just	  following	  
it(=to	  tell	  the	  things	  are	  the	  way	  they	  are)???	  
• ことになっている	  
• 日本では、家の中ではくつをはかないことになっ
ています。	  
• アメリカでは、車はみちの右側を通ることになっ
ています。	  



よしこさんは
いつも、、、	 

￥30,000	 
￥5,000	 

カレ	 

毎日れんしゅ
うしなくっ
ちゃ、、、	 

暑い日には、ぼう
しをかぶることに
しています。	 

毎日ピアノをひく
ことにしています。	 

いつも、あまり高い
物を買わないことに
しています。	 

重いにもつは、はこばないこと
にしています。やさしいカレが
はこんでくれますから。	 

サンキュ〜(

ラッキー！）　	 

雨がふりそうな日は、かさを
持って出かけることにしてい
ます。	 



Talking	  about	  the	  extent:	  	  
〜まで	 
• ふくしゅう：日本語で何と言いますか？	  
•  From	  10pm	  un?l	  5am	  
• 午後十時から、午前５時まで 	  	  

•  From	  today	  un?l	  Sunday	  
• 今日から、日曜日まで	  

•  From	  Tokyo	  as	  far	  as	  Sea>le	  
• 東京から、シアトルまで	  

•  From	  Japan	  as	  far	  as	  China	  
• 日本から中国まで	  

• 〜まで：endpoint	  of	  dura?on/loca?on	  



Extent	  by	  which	  you	  carry	  out	  an	  
action/a	  state	  continues:	  	  Vshort/
presentまで,	  S2	 
• わかるまで、何回も本を読んでください。	  
• 元気になるまで、おせわになってしまいま
した。	  
• When	  the	  subject	  of	  〜まで	  and	  that	  of	  S2	  are	  
different:	  

The	  subject	  of	  〜まで　→　が	  
The	  subject	  of	  S2→は	  
• 雨がやむまで、ここで待ちましょう。	  
• 先生がお帰りになるまで、弟は本を読んで
いました。	  



When	  the	  main	  action	  happens	  
at	  a	  point	  in	  time…	  

6月1日	  

Prepara?on	  will	  conclude	  by	  
6/1.	  

ひっこしするまでに、じゅんびをします。	  

6月1日までにじゅ
んびをします。	  



日本語で言ってみよう。	 

•  Un?l	  a	  dinner	  is	  ready,	  please	  be	  pa?ent.	  
• 晩ごはんができるまで、がまんしてください。	  

•  Please	  do	  not	  eat	  un?l	  you	  get	  stomach	  problem.	  
• おなかをこわすまで、食べないようにして下
さい。	  

•  Takeshi-‐san	  waited	  outside	  un?l	  Mary-‐san	  changes	  
her	  clothes.	  
• メリーさんがきがえるまで、たけしさんはそ
とで待ちました。	  

• My	  family	  did	  not	  know	  it	  un?l	  I	  studied	  abroad	  in	  
Japan.	  
• 私の家族は、私が日本に留学するまで、その
ことを知りませんでした。	 


