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ふくしゅう

〜ても

〜ことにする／している



Causative-Passive

•仕事をやめる
•試験をうける
•きがえる
•がまんする
•むかえに行く
•走る
•むだづかいする
•いなくなる

•やめさせられる
•試験をうけさせられる
•がまんをさせられる
•むかえに行かせられる／行かさ
れる

•走らせられる／走らされる
•むだづかいさせられる
•いなくならさせる／いなくなら
せる



かずみ

はな

お母さん お母さん
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お母さん

かずみ

かずみ

お母さん

かずみさ
んは、

お母さんに、はな
ちゃんにあやまらせ
られました。

お母さんに部屋をきれ
いにさせられました。

お母さんに勉強させ
られました。あそび
たかったのに、、、

お母さんに、犬をさん
ぽさせられました。



はな

お母さん

はな

お母さん

はなちゃんは、

お母さんにくすりを飲まさ
れました。

かずえさんは、

部長にコピーをとら
されました。

はなちゃんは、

お母さんに歩かされま
した。



~てformを使った文

•がまんして下さいね。
•悪口を言わないで下さい。
•雨がやんでから出かけるつもりです。
•いつもおせわになっています。
•ちょっとおなかをこわしています。
•コピーをとっておきましょう。
•日本語にほんやくしてみましょう。
•私のチームがゆうしょうしてしまいました。



~てformを使った文
•これ、田中さんに答えてほしいんだけど、、、
•犬のせわをしてあげてね。
•しあいにかてなくても、がっかりしてはいけ
ないよ。

•しゅうしょくしたいから、このしけんをうけ
なくてはいけない。

•あの人は、一人でだいじょうぶだから、ほ
うっておいてもかまわないよ。



~てformを使った文
• 〜てください
• 〜てから
• 〜ている
• 〜ておく
• 〜てみる
• 〜てしまう
• 〜てほしい
• 〜てあげる／くれる／も
らう

• 〜てはいけない
• 〜なくてはいけない
• 〜てもいい

• Request
• “After ~”
• Progressive/result
• “in advance”
• “~ and see how it is”
• Irreversible consequences
• Want (someone else) to V
• Benefactive
• Prohibition
• Obligation
• Permission



〜てもS2		“Even	if	~,	S2”
• S2 = the consequence that is contrary to what is 

expected from the content of 〜ても
•日本に行っても、勉強しなければ、日本語
が上手になりませんよ。

•教科書を読んでも、ぜんぜん分かりません。
•悲しくても、顔に感情を出しては行けませ
んよ。

•心配でも、がまんしなければいけません。
•先ぱいでも、していいことと、しては行け
ないことがあります。



どれがいいでしょうか。

•どうじょうされても
•いじめられても
•がっかりされても
•がまんしても
•まずくても
•しごとがなくなって
も

•いやな顔をされても

•だめです。
•いただきます。
•こまります。
•だいじょうぶです。
•いたいんです。
•なきません。
•こまりません。



日本語で言ってみよう。
• Even if rain stops, it is still cold.
• 雨がやんでも、まだ寒いですよ。

• Even if my cat disappears, I am not worried.
• 猫がいなくなっても、心配じゃありません。
• 猫にいなくなられても、心配じゃありません。

• Even if Kazuo-san appears to be healthy, he cannot play outside 
yet.
• 一男さんは、元気そうでも、まだ外であそべません。

• Even if I am poor, it is alright.
• びんぼうでも、だいじょうぶです。

• Even if it is far, I have a car so I can go there. 
• とおくても、車があるから行けますよ。



No	matter	how/when/how	much,	etc.	…,	
S2
• Question Word … Vても、S2。

•いつれんらくをしても、だれも出ない
んです。

•何度ゆうしょうしても、またかちたい
んです。

•何を見ても、答えがわからないんです。
•どこに行っても山田さんに会うんです。



エーッ、ぜんぜんやせ
ないなあ、ダイエット
しているのに、、、

英語上手にならな
いなあ、毎日勉強
しているのに

またうるさいな
あ、きのうもも
んくをいったの
に、、、

No matter how much I am on diet, …
No matter how many hours I study,…

No matter how many times I complain,…

いくらダイエットし
ても、ぜんぜんやせ
ないんです。

何時間勉強しても、英語が
上手にならないんです。

何回ももんくを
いっても、まだ
うるさいんです。



たくさん、つくってく
れたけど、おいしくな
いなあ、、、

No matter what I eat, …

アーッ、また
休みだ。きの
うも来てみた
のに、、、

No matter when I come,…

アーッ、まただ
れもでないよ。

No matter when I call,…

何を食べても、まずい
んです。 いつ来ても、閉まってい

るんです。

いつ電話をかけても、
出ないんです。
い留守かなあ？？？



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 skip classes.
•クラスをサボらないことにしました。



Talking	about	a	habit/rule
• Vshortことにしている(making a habit/making it a rule)
• 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ことにしています。
• あぶないところには行かないことにしています。

• Cf. Vshortようにする((as much as possible) making a 
habit/making it a rule)
• 時間があれば、運動するようにしています。
• 先ぱいに、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

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。

カレ
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