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17. 毎日漢字を書くようにしています。 

文法：～ように、～ことに 

 

A：何をしているんですか。 

B：日本語の勉強です。JLPT を受けることにしましたから、合格できるように 

  いっしょうけんめい勉強しています。 

A：いいですね。どうやって勉強しているんですか。 

B：毎日漢字を 15 回は書くようにしています。あと、何回も文法の教科書を読んでいます。 

A：すごいですね。手で書くんですか。 

B：はい。日本に来る前は調べた単語や漢字をパソコンに入力していましたが、日本に来てから手で書くようになり

ました。日本には紙の書類がたくさんありますから。これは、日本語で書いてある新聞と辞書です。最近、少し

ずつ読めるようになりましたから、とてもうれしいです。 

A：それはよかったですね。そういえば、今月末に留学生と日本人学生で新年会を行うことになっているんですが、

参加しませんか。… 
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～ように－It indicates a purpose, aim, hope or wish, which means “I do something, so that ～” 

   V 辞書形（non-volitional）／ない形 ＋ように 

  ①早く泳げるように、毎日練習しています。 

  ②忘れないように、メモしてください。 

  ③子どもがさわらないように、はさみをしまっておきます。 

  ④留学生にもわかるように、かんたんな言葉で説明してください。 

  ⑤会議に間に合うように、よく時間を確認してください。 

 

★比べよう【～ように vs ～ために】 

 ～ように（wish／try） ～ために（purpose） 

conjugation V 辞書形／ない形 V 辞書形、N の 

subject 

It doesn’t need to be same. It has to be same. 

〇赤ちゃんが寝られるように、音を小さくした。 ×赤ちゃんが寝るために、音を小さくした。 

volitional ×旅行へ行くように、パスポートをとる。 〇旅行へ行くために、パスポートをとる。 

non-volitional 〇旅行へ行けるように、パスポートをとる。 ×旅行へ行けるために、パスポートをとる。 

ない form 〇さいふを落とさないように、リュックにしまった。 ×さいふを落とさないために、リュックにしまった。 
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～ようになる－It indicates that a state changes into another state. 

 －It’s used when the speaker says that something not doable becomes doable or something doable becomes not doable. 

   V 辞書形（non-volitional）＋ようになる、ない形＋なくなる 

 ①娘は、やさいが食べられるようになりました。 

 ②二十歳
は た ち

になったので、お酒が飲めるようになりました。 

 ③昼寝をやめたら、朝早く起きられるようになりました。 

 ④大人になって、自分の意見が言えなくなりました。 

 ⑤インターネットで、何でも調べられるようになりました。 

 

 －It’s used when something the speaker used not to do has become a new habit or the speaker stops something he/she had been doing. 

   V 辞書形（volitional）＋ようになる、ない形＋なくなる 

 ①日本へ来てから、はしでご飯を食べるようになりました。 

 ②目が悪くなったので、めがねをかけるようになりました。 

 ③たばこを吸っていましたが、体調をくずしてから吸わなくなりました。 

 ④息子も娘も、毎週土曜日に日本語学校へ行くようになりました。 

 ⑤会社をやめてから、ぜんぜん新聞を読まなくなりました。 
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～ようにする－It indicates something the speaker works hard on as a habit. 

 －It’s used for the speaker’s decision to work on as a habit, or something the speaker is working on all the time (～ようにしている). 

    V 辞書形／ない形 ＋ようにする 

  ①漢字が苦手ですから、毎日漢字を 10 回書くようにします。 

  ②もう高校生ですから、これから自分のことは自分でするようにします。 

  ③体のために、最近はあまりお酒を飲まないようにしています。 

  ④自分が話す前に、人の話をちゃんと聞くようにしています。 

 

 －It’s used when requesting someone to try to do or not to do continuously. This is softer way of saying it than “V てください”. 

   V 辞書形／ない形 ＋ようにしてください 

  ①ドアを開けたら、閉めるようにしてください。 

  ②約束は守るようにしてくださいね。 

  ③休むときは、かならずれんらくするようにしてください。 

  ④とてもあぶないですから、その機械にさわらないようにしてください。 

 

 －”～ないようにしてください” is also used when politely requesting someone to try to do something one off situation. 

  ①明日は絶対に、遅れないようにしてください。 

  ②似ているバスが多いですから、まちがえないようにしてください。 

  ③空港に着いたら、チェックインすることを忘れないようにしてください。 
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～ことにする－It indicates the decision the speaker decided. 

 －It indicates a decision to do or not to do. Also, “～ことにしている” is used for habit the speaker previously decided. 

   V 辞書形／ない形 ＋ことにする 

  ①午後はひまだから、図書館で勉強することにしました。 

  ②大学を卒業したら、国へ帰ることにしました。 

  ③ダイエットのために、あまいものを食べないことにします。 

  ④寝る前に、家のかぎをかくにんすることにしています。 

  ⑤休日でも昼寝しないことにしています。 

  ★While “～ようにする／ようにしている” indicate a try or a habit, “～ことにする／～ことにしている” indicate a decision. 

  ⑥職場まで歩くようにします。   I decided to try to walk to the working place. 

   職場まで歩くことにします。   I decided to walk to the working place. 

  ⑦彼の結婚式には行かないことにしました。   I decided not to go to his wedding party. 

   ×彼の結婚式には行かないようにしました。 
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～ことになる－It indicates the decision someone decided. 

 －It indicates a decision someone (and I) made. 

   V 辞書形／ない形 ＋ことになる 

  ①来月から、南アフリカへ出張することになりました。 

  ②田中さんは、急にデンマークへてんきんすることになりました。 

  ③部長が病気で休みなので、今日は会議をしないことになりました。 

  ④この大学は、今年から英語で試験が受けられることになりました。 

 

 －It indicates that something has been scheduled, or established as a rule. 

   V 辞書形／ない形 ＋ことになっている 

  ①ここでは夜 11 時に電気を消すことになっています。 

  ②今夜はおわかれ会へ行くことになっているから、みんな仕事は４時までです。 

  ③ここにあるかさは、誰が使ってもいいことになっています。 

  ④家族で食事する時は、日本語を使わないことになっています。 

  ⑤留学する前に、ビザをもらわなければならないことになっています。 
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問題 1.【「～ように」を使って、文を変えましょう。】 

 例：試合に出ます。頑張って練習しています。→ 試合に出られるように、頑張って練習しています。 

①日本語の新聞が読めます。漢字を勉強します。 

②かぜが治ります。早く寝ます。 

③よく見えます。前の方にすわりましょう。 

④約束の時間を忘れません。メモしておきます。 

⑤道をまちがえません。地図を持っていきましょう。 

⑥家族が心配しません。毎週 れんらくしています。 

⑦食べ物がくさりません。れいぞうこに入れておいてください。 

 

問題 2.【「～ように」か「～ために」を使って、文を作りましょう。】 

①日本語を               、日本へ行きます。 

②               、ファッションについて研究しています。 

③               （聞こえる）、もっと大きな声で話してください。 

④               、電話しました。 

⑤               、頑張ります。 
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問題 3.【「～ようになる」を使って、質問に答えましょう。】 

 例：日本語で意見が言えますか。（かなり）→ はい、かなり言えるようになりました。 

①カタカナが書けますか。（少し） 

②漢字が読めますか。（300 くらい） 

③日本語のニュースが分かりますか。（少し） 

④日本語で電話がかけられますか。（このごろ やっと） 

⑤はしが使えるようになりましたか。（最近） 

⑥ビールが飲めるようになりましたか。（少し） 

 

問題 4.【例のように質問に答えましょう。】 

 例：日本語の新聞が読めますか。→ いいえ、まだ読めません。早く読めるようになりたいです。 

①日本語のテレビがわかりますか。 

②自転車に乗れるようになりましたか。 

③100 メートル泳げますか。 

④ショパンの曲がひけるようになりましたか。 

⑤日本料理が作れますか。 

⑥新しいソフトが上手に使えるようになりましたか。 

 



9 
 N4[17]                               ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

問題 5.【「～ようにする」を使って、文を作りましょう。】 

 

 

 例：毎日漢字を勉強するようにしています。 

①                    ようにします。 

②                    ようにしています。 

 

 

 

 

③                    ようにします。 

④                    ようにしています。 

 

 

 

⑤                    ようにします。 

⑥                    ようにしています。 

 

 

日本で就職したいです。 

デザイナーになりたいです。 

一人暮らしです。 
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問題 6.【「～ことにする」を使って、文を作りましょう。】 

①毎朝、5 キロは              ことにします。 

②旅行までにやせたいから、               ことにしています。 

③きたない部屋がきらいだから、               ことにしています。 

④最近はとても寒いので、               ことにしました。 

⑤日本語が上手になりたいので、               ことにしました。 

⑥ボーナスをもらったので、               ことにしました。 

⑦かぜをひいたので、               ことにしました。 

⑧犬を飼っているから、１日２回は               ことにしています。 

⑨寝られなくなるから、寝る前に               ことにしています。 

 

問題 7.【ことにする or ことになる】 

①目が悪くなったので、めがねを          ました。 

②来月から、イタリアへ          （てんきんする）ました。 

③午後から雨が降りますよ。 －じゃ、今日は          ます。 

④英語を勉強するために、来年カナダへ          （留学する）ました。 

⑤私の会社は、ベトナムに新しい工場を          （作る）ました。 
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問題 8.  例：授業中は日本語だけで話します。 → 

①今日、日本語の教科書が届きます。 

②ボストンから、東京経由
けいゆ

で大阪に行きます。 

③今度の日曜日、彼氏とデートします。 

④夜 10 時から朝７時までは、花火をしてはいけません。 

⑤この薬は、一日に三回飲みます。 

⑥ここでたばこを吸ってはいけません。 

授業中は日本語だけで 

話すことになっています。 


