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24. 忙しそうですね。 

文法：～そうだ、～ようだ、～らしい（みたい）、～見える、～がる 

A：SNS 見たんだけど、忙しそうだね。疲れているように見えるけど、大丈夫？ 

B：まあね。仕事は一日に三時間くらいだけど、家事とか子供の世話とか、家にい 

  てもすることがたくさんあるからね。 

A：しょう君も、四年前はまだ小さい赤ちゃんだったけど、ずいぶん大きくなったしね。 

B：そうだね。最近よく外に行きたがって、「外に何かある！」ってうそつくんだよ。 

A：かわいいね。そういえば、ようち園の話、どうなったの？入れることになった？ 

B：うん。もうすぐ、ようち園が決まりそう。入れるかどうか心配だったけど、大丈夫そうだから。 

A：それはよかったね。フルタイムの仕事には戻るつもり？ 

B：うーん。今はまだむりだけど、戻りたいかな。何か新しいことをしようと思って、料理教室に行ったりしたんだ 

  けど、やっぱり仕事がいいね。 
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～そうだ／そうに／そうな 

 －It indicates an appearance or condition judged only by looking, which means “It looks (like) ~”. It’s not used for something obvious. 

   V ます形（ている、可能動詞、ある）、イ形容詞い、ナ形容詞な ＋そうだ／そうに／そうな N  ★いい→よさそう 

  ①星がたくさん出ていて、明日は天気がよさそうですね。  

  ②小林さんは、いつもご飯をおいしそうに食べます。 

 ③彼女はプレゼントをもらって、うれしそうだった。 

 ④山下さんはいい車に乗っているから、お金がありそうだ。 

  ⑤子供が楽しそうに遊んでいるのを見ると、幸せになります。 

 ×このケーキは大きそうですね。 This cake is big → 大きいですね。 

 

 －It’s used when the speaker says he/she thinks something will happen soon or predict what’s going to happen in the future, which means “It seems like 

V is going to happen,” 

   V ます形 ＋そうだ／そうな／そうな N 

  ①今にも雨が降りそうです。  

  ②雨が降りそうな時は、洗濯しません。 

 ③もう 10 月ですね。これからだんだん寒くなりそうですね。 

 ④今度の試合も、ロシアが勝ちそうですね。 

 ⑤これから日本の人口が減って、外国人が増えそうですね。 
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 －It means “I heard that ~”. There is no negative form and past tense of this pattern. 

   【普通形】 ＋そうだ 

 ①会社の上司は、きびしい人だそうです。 

 ②新しい先生の授業は、とても楽しいそうです。 

 ③彼も来年から、大学に通うそうです。 

 ④駅前で行われているイルミネーションは、きれいだそうです。 

 ⑤来月、新しいスマートフォンが発売されるそうです。 

 ×明日雪が降るそうではありません。 ×否定形（negative form） 

  →明日雪が降らないそうです。 

 ×昨日雪が降るそうでした。 ×過去形（past tense） 

 →昨日雪が降ったそうです。 
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～ようだ－When the speaker talks about what he/she thinks based on what they sense at the time, what they see or hear, what something feels like to 

touch, a taste or smell, which means “It seems like ~”. Also, ～みたい is used in casual speech. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だの ＋ようだ 【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だ ＋みたいだ 

 ①ゆみさんは、やさいがきらいなようですね。 

 ②せきが止まりません。かぜをひいたようです。 

 ③雨の音がする。雨が降っているみたいだね。 

 ★A ようだ indicates what the speaker’s judgement based on what he has read, heard or been told indirectly, while A そうだ indicates intuitive 

judgement based on what the speaker has seen of condition or behavior. 

 ④彼女は忙しそうです。    She seems to be busy. 

   彼女は忙しいようです。   It seems like she is busy. 

 

～らしい－It indicated the reported speech, which means “apparently ~”. ～らしい is used for something unclear where the information comes from, 

while ～そうだ is used when the speaker knows where it comes from. Also, ～みたい is used in casual speech. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だ、N だ ＋らしい 【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だ ＋みたいだ 

  ①聞いた話では、日本では家に入る時、くつを脱がなければならないらしい。 

  ②新聞を見たんだけど、昨夜この近くで大きな火事があったらしいですよ。 

  ③さっき確認したんだけど、今夜の食事会へは本田さんの車で行くらしいよ。 

  ④今年の冬は、国内旅行も海外旅行も安いみたいだよ。 
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～見える－It’s used to talk about looking or appearance, which means “It looks ~” 

   V 辞書形／ない形 ＋ように、イ形容詞いく、ナ形容詞に、N（のよう）に ＋見える 

 ①山口さんはこの頃、疲れているように見えます。 

 ②大学の先生はみんなやさしそうに見えますが、とてもきびしいです。 

 ③彼は日本人に見えますが、イタリア人と韓国人のハーフです。 

 ④私の祖母は若く見えるが、今年で 80 歳になる。 

 ★～見える indicates only looking so it may not be true in reality, while ～そうだ indicates only the speaker’s judgement by looking. Also, ～そうに見

える is sometime used. 

 ⑤彼女は若く見える。      She looks young. (Even though she is not.) 

 ⑥彼女は若そうだ。       She looks young. (Judgement by looking.) 

 

～がる－It’s used for someone else’s emotion revealed itself in their expression or behavior. 

   イ形容詞い、ナ形容詞な ＋がる 

 ①娘はおもちゃ屋へ行くと、いつもぬいぐるみを欲しがります。 

 ②友達は最近、日本へ行きたがっています。 

 ③最近の若者は、むずかしい本を読みたがらない。 

 ④人の悪口を話したがる人はきらいです。 

 ⑤赤ちゃんは何でも口に入れたがるので、注意が必要です。 

 ⑥息子はサッカーの試合に負けたので、くやしがっている。 
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問題 1.  例：まりさんは明るそうです。 

例：まり ①けんじ ②りな ③トム ④あんな ⑤ごろう ⑥ナオミ 

cheerful serious kind funny smart energetic   happy 

       

問題 2.【正しい形に直しましょう。】 

①これは新しい映画ですか。パッケージが明るくて、     （おもしろい）そうですね。 

②ほかのクラスの人に聞いたんですが、中村先生は     （きびしい）そうですよ。 

③彼のお母さんはいつも笑っていて、     （やさしい）そうです。 

④見てください。田中さんは今日も     （ひまな）そうですね。 

⑤暗くなりましたね。雨が     （降る）そうですね。 

⑥新しい時計を買ったんです。これです。 －     （高い）そうですね。 

⑦天気予報で聞いたんですが、明後日は     （大雨）そうですよ。 

⑧インターネットができて、私達の生活も便利に     （なる）そうですね。 

⑨山田さんは、子供の時ピアノが     （上手な）そうです。今はひけないらしいです。 

⑩約束の時間に     （遅れる）そうです。走らなければなりません。 
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問題 3.【「～ようだ（みたいだ）」を使って、文を作りましょう。】 

 例：子供の皿に、魚だけのこっている。→ 魚がきらいなようですね。 

①雨の音が聞こえなくなった。→                ようですね。 

②頭がいたい。→                ようですね。 

③今、ざんぎょう中です。田中さんのかばんがない。→                ようですね。 

④映画館で、みんな寝ている。→ 映画は               ようですね。 

⑤昨日まで走っていなかった犬が、今日は走っている。→ 今日は               ようですね。 

 

問題 4.【「～がる」を使って、文を作りましょう。】 

①息子はサッカーが大好きで、                    。 

②ニコラスさんは JLPT の試験に合格したので、                    。 

③娘はいつも                    。 

④山田君は飼っていた犬が死んでしまって、                    。 

⑤彼はうわさが好きで、いつも                    。 

⑥子供はみんな                    。 


