
⽇本語２34 6⽉2５⽇(⽕曜⽇）

Adding information to a statement/explaining 
circumstances with 〜し
〜そうです
Vてみる



新しいかんじ

¤悪い
¤体
¤空
¤港
¤空港
¤着く
¤着る
¤同じ
¤海
¤昼

¤わる（い）
¤からだ、たい
¤くう、そら
¤こう
¤くうこう
¤つ(く)
¤き(る）
¤おな(じ）
¤うみ、かい
¤ひる



新しいかんじ

¤体に悪い⾷べ物は、⾷べません。
¤明⽇は何時に空港に着くつもりですか。
¤明⽇も昼ご飯に⽇本料理を⾷べるんで
すか︖

¤海に⾏ったけど、特に何もしませんで
した。



Expressing an additional information: 
with verbs and adjectives

¤V／いadj.plainし
¤なadj.／nounだ／だったし
¤〜し、〜し、
¤お金はないし、しごともないし、どうしよう
か？？？

¤〜し:  often understood as listing 
reason(s)
¤“I don’t have money.  I don’t have 

any jog…  What shall I do?” 



Expressing an additional 
information : ～し～

きょうは、友だちとやくそくがあるんだけど、、、

⾬がふっています。あついです。

あついし、⾬がふっているし、、、

I don’t 
want to go 

today…

今日は、行きたくないなあ、、、



Expressing an additional 
information : ～し～

この人、私のカレなんだけど、、、

やくそくをまもりません。よくなきます。

よくなくし、やくそくはまもらないし、、、
あ〜あ、どうしようかなあ、、、

おそいなあ、
これでコー
ヒー５はい
⽬、、、



Expressing an additional 
information: ～し～

¤Additional information:
With Nouns:  山田さんがいました。田中さ
んもね。

With predicate:きのうはとても忙しかった
ですよ。しけんもあったしね。



〜し︓

¤先⽣がきびしいです。それから、⽂法がむ
ずかしいです。ですから。⽇本語のじゅ
ぎょう明⽇は⾏きません。

¤⽇本語のじゅぎょう、明⽇は⾏きません。
先⽣はきびしいし、⽂法もむずかしいし。
¤やくそくをまもりません。それから仕事も
しません。ですから、⼭⽥さんにはお⾦を
かしたくありません。

¤⼭⽥さんは、やくそくをまもらないし、仕
事もしないし、⼭⽥さんにはお⾦をかした
くありません。



何がいいですか︖
¤ a.    ⼭下先⽣は、きのうすしをたべました。とんかつ
（ ）たべました。”Yamashita-sensei ate sushi 
yesterday.  He also ate Tonkatsu.”

¤ b.    メアリーさんは、ピアノがじょうずです。でも、うた
（ ）あまりじょうずじゃないです。”Mary is good 
at piano but not good at songs very much.”

¤ c.     たけしさんは、りょうりをつくる（ ）へやを
そうじする（ ）とてもやさしいです。”Takeshi 
cooks and also cleans room.  Nice guy!”

¤ d.   きのうは、ちょっとさむかった（ ）てんきがわ
るかった（ ）どこにも⾏きませんでした。”It was 
cold yesterday, and also bad weather.  So we did not go 
to any place.”

も

も

し
し

し
し



Review of Adjectives

a.   夏ですね。ちょっと＿＿＿＿＿＿＿＿＿なりました。
It is summer.  It became a bit hot.

b.   このへやは、ちょっと＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿すぎますね。
This room is a bit too hot.

c.   プレゼントは、＿＿＿＿＿＿＿＿＿てもいいですよ。
Your present may be cheap.

d.  あのえいが、ちょっと＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿そうですね。
The movie looks a bit interesting.

e.   ⽇本語が、ほんとうに＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿なりましたね。
Your Japanese really has improved (become better) 
isn’t it?

f.    この町は、ちょっと＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿すぎますね。
This town is too crowded/lively.

g.   あの⼆⼈、とても＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿そうですねえ。
Those two people look really  happy.

あつく

あつ

安く

おもしろ

じょうずに

にぎやか

しあわせ



～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 → ふらなさそう

verb （ふりそうじゃない）
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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
¤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。

むずかしそう
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。 からそうです。



どんな先⽣︖

おもしろそうな先⽣だね。
きびしそうな先⽣だよ。

やさしそうな先⽣かなあ︖︖︖

ちょっと、おかしそうな先⽣だぞ。
だいじょうぶかなあ、、、



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  

¤“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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⽇本語で⾔って下さい。”Let’s V and 
see how it turns out.”
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ちょっと、さとうを⼊れてみるね。

Sugar 「さとう」

これまずいな
あ、、、



⽇本語で⾔って下さい。”Let’s V and 
see how it turns out.”
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ちょっと、のってみたいなあ。

のりた〜い︕

ウワ、チョー
かわいい、、、



⽇本語で⾔って下さい。”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」



Expressing Willingness to try:  
Vてみる

¤I ate sushi for the first time yesterday.

¤Can I try this sweater?

¤I want to go to Europe.

¤I shall use this computer.
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Expressing Willingness to try:  
Vてみる

¤ I ate sushi for the first time yesterday.
¤きのうはじめてすしを食べてみた。

¤Can I try this sweater?
¤このセーター、着てみてもいいですか。

¤ I want to go to Europe.
¤ヨーロッパに行ってみたいと思います。

¤ I shall use this computer.
¤このパソコン、使ってみます。
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Erin Episode 1

What are the 
Japanese phrases
in 

How are these 
different?


