
⽇本語２３４ 7⽉2⽇（⽕）
１５課 ⻑野旅⾏（ながのりょこう）



15課 ⻑野旅⾏（ながの旅⾏）

¤ ⻑野県︖

⽇本アルプス

善光寺（ぜんこうじ）

温泉（おんせん）

そば

サルにも⼤にんき︕



１５課

¤ Expressing Your Intention
¤ Oo-form (Volitional Form)

¤ Describing you action for the purpose of future 
benefit

¤ Noun Modifier

¤ Talking about your plans



Change of state

¤Non-intentional change (or at least 
you describe the change that way)
¤With Noun/な-adj:  〜になる
¤With い-Adj.:  〜くなる

１０年後

⼤きくなった おとなになった



Expressing the outcome

¤あきになりました。
¤すずしくなりました。

→



Change of state

¤Intentional (your conscious decision 
is involved)
¤With Noun/な-adj: 〜にする
¤With い-Adj.: 〜くする



意 意そのかんじ、
⼩さすぎて
読めない
よ、、、

OK.  I will make 
it larger.

オッケー、じゃあ、⼤きくするね。



ウワーたくさん
ある︕

Which one shall 
we get/choose?

どれにする︖



Expressing your choice

¤こんどの旅⾏は、パリにしました。
¤でも、安くしたいなあ。

どこに⾏ったらい
いかな︖︖︖



⽇本語で⾔ってみましょう。
¤ We will have tempura (among various choices) for 

dinner.
¤ 晩ごはんは、天ぷらにします。

¤ We will go to Tokyo (among various choices) this Winter 
trip.
¤ ことしの冬の旅⾏は、東京にします。

¤ We will play tennis (among various choices) this 
weekend.
¤ 今週末は、テニスにします。

¤ We will take airplane (among other choices) for this trip.
¤ こんどの旅⾏は、ひこうきにします。

¤ We will make the room brighter.
¤ 部屋を明るくします。

¤ You should make the house cleaner.
¤ 家をきれいにしたほうがいいですよ。

¤ Please don’t make the test harder/more difficult.
¤ 試験をむずかしくしないで下さい。



¤〜ましょう：the speaker’s willingness to do 
something “shall we ~?” 
¤今晩えいがを見ようか。（＝見ましょうか）

¤おすしを食べようか。（＝食べましょうか）

¤〜でしょう：the speaker’s willingness to 
guess “I guess (probably) ~”
¤明日は雨だろう。（＝雨でしょう）

¤この映画はつまらないだろう。（つまらないでしょう）
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～ましょう/〜でしょう



¤Volition “shall”, Tentative/Presumptive 
“probably”
¤irregular verbs 
¤する→ しよう

¤くる→ こよう

¤る verbs
¤食べる→ 食べよう

¤う verbs
¤飲む→ 飲もう

¤書く→ 書こう u→oo
¤The copula だ→ だろう

12

Volitional/Tentative form:



どのフォームがいいですか︖Please 
match the volitional form with 
the stem of the verbs

¤読
¤書
¤⾒
¤歌
¤売
¤⽴
¤話
¤いそ
¤あそ
¤し

¤読もう
¤書こう
¤⾒よう
¤歌おう
¤売ろう
¤⽴とう
¤話そう
¤いそごう
¤あそぼう
¤しのう



¤Rhetorical question about what the 
speaker should do. 
¤明日行こうかな。

“I will go tomorrow, I wonder.”
¤今日は何をしようかな。

“What shall I do today, I wonder?”
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Volitional form＋かな
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Which one shall I buy?
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Which one shall I buy?



¤ Volitional Form + と思う／と思っている
¤ Express your strong inclination to do something

¤ ⽇本に⾏こうと思います。
¤ ⽇曜⽇は、ゆっくり休もうと思っています。

¤ When your statement is about the idea you just come 
up with:  ~ooと思う。
¤ A:  今から、何をするの︖
¤ B:  そうですねえ、つかれたし、家に帰ろうと思います
が。

¤ When your statement is about the idea you already 
have:  ~ooと思っている
¤ A:  冬休みのよていは︖
¤ B:  シアトルにいてもつまらないから、家に帰ろうと
思っています。
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Talking about your future plan



Talk about your plan：ooと思う。

べんきょうする

ひこうきをつかう

りょかんにする お⾦をはらう

よていを作る
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明⽇しけんだねえ。こんや
は︖

こんどのりょこうは︖
レジで何しているの︖

みんなで何をするの︖

急なしゅっちょうだね。



週末は？
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アルバイトをする
カラオケで友だちとうた
をうたう

コンサートに⾏く
ゴルフをする

家でテレビを⾒る

合(ごう)コンをする

ダンスをする 出かける

えをかく プールで泳ぐ



Expressing intention and plans (2)

¤日本に行こうと思っています。

¤日本に行くつもりです。

¤日本に行く予定（よてい）です。

¤Verb short/plain + つもりです

¤Verb short/plain + 予定（よてい）です
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V plain + 予定（よてい）
“plan/schedule to V”

¤予定＝plan (noun)

Ａ：今週末、何か予定（よてい）がありますか。

Ｂ：ええ、友だちと買い物に行く予定（よてい）
です。

¤ or いいえ、特に予定（よてい）はありません。

(I have no particular plan.)
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３⽉ graduate from school

来年、私は、、、

１⽉ look for a boyfriend ２⽉バレンタインデー

６⽉ゴールイン︕

すごい︕ジューンブライドだ。



¤ I am thinking of looking for an inexpensive hotel.
¤安いホテルをさがそうと思っています。

¤ I intend to check a map.
¤地図をしらべるつもりです。

¤ I intend to stay only in a hotel.
¤ホテルにしかとまるつもりじゃありません。

¤ I am thinking of making a reservation for a 
Japanese-style inn.
¤旅館をよやくしようと思っています。

¤ I plan to buy an insurance before the trip.
¤旅⾏の前に、ほけんに⼊るよていです。
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⽇本語で⾔ってみましょう。


