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 1. 仲良く過ごせますように。 

文法：～よう（みたい）、らしい 

A：きれいな神社だね。大きくて立派で、まるでお城みたい。 

B：本当だね。身内に聞いたんだけど、看板
かんばん

に書いてあったように恋愛に効く神社だそうだよ。 

A：そうなんだ。じゃ、お願いしようか。 

B：（このまま彼女と仲良く過ごせますように。） 

A：（伊藤さんのような優しい彼女ができますように。） 

B：あ、母にお守りを買うように頼まれたから、売店に寄ってもいい？ 

A：いいよ。私もおみくじを引こうと思ってたから。 

B：何をお願いしたの？ 

A：それは秘密だよ。 

B：らしくないなぁ。いつも正直に何でも言ってくれるのに。 

A：今回は内緒
ないしょ

。  
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～ように／ような 

 －It’s used to give an examples. Also, ～みたい is used in casual speech. 

   N の ＋ように／ような N N＋みたいに／みたいな N 

  ①犬のように元気な動物が好きですか。それとも猫のように大人しいほうが好きですか。 

  ②鈴木さんはとても優しいです。彼のような人と結婚したいです。 

  ③姉はいつも、ケーキやドーナツのような甘い食べ物を食べている。 

  ④日本語のように、使う文字が３種類もある言語は珍
めずら

しいと思う。 

 

 －It’s used to say “…is almost same as ~”. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな／である、N の／だである ＋ように／ような N 

  ①父が寂
さび

しがり屋だったように、私もとても寂しがり屋である。 

  ②いい人はいつもいい人であるように、悪いことをする人はいつも悪いことをします。 

  ③親が子供に期待しているようなものすごい選手ではないと思う。 

  ④子供には親が必要なように、植物にも人間が必要なんです。 
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（まるで）～（かの）ようだ／ように／ような－It’s used for metaphor. Also, ～みたい and ～かのよう are used. 

   V 普通形、N の ＋ようだ／ように／ような N V 普通形、N ＋みたい V 普通形、N である＋かのよう 

  ①これは薬のようなお茶なので、少し苦いかもしれません。 

  ②この頃、春が来たかのように暖かいですね。 

  ③わが社の新しいロボットはまるで人間のように手足が自由に動きます。 

 

～よう／ように／ようにと－It’s used to tell about a commend, instruction, advice or prohibition. 

   V 辞書形／V ない形 ＋よう／ように／ようにと 

  ①部下に会議の前に資料をコピーしておくように頼みました。 

  ②上田さんに日にちを変更するように伝えていただけませんか。 

  ③先輩に目上の人にはお辞儀
じ ぎ

するよう注意されました。 

  ④宿題をやってくるように言われました。 

   「宿題をやりなさい。」と言われました。  ★直接の場合は、「～てください」「～なさい」などを使う。 
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～ように－It’s used to put some known information in front.  ex.) “as you know”, “as you can see” etc.   

   V 辞書形／V た形／V ている ＋ように 

  ①この前話したように、８月に会社を辞めます。 

  ②今朝の新聞に書いてあったように、交番の隣に新しいビルができます。 

  ③さっき言ったように、N３に合格したかったら毎日勉強しなければいけません。 

  ④パンフレットからもわかるように、これはとてもいい電子レンジです。 

 

～ように。－It’s used to say “I hope ～” or “I wish ～” at a temple or a shrine. 

   V ます形 ＋ように。 

  ①大学受験で失敗しませんように。 

  ②去年のように、今年も事故やけががありませんように。 

  ③祖父の病気が治りますように。 
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★まとめ【～よう】 

文型 意味 接続 例文 

～ようだ 

（～みたいだ） 
seem like 

【普通形】V、イ形容詞、ナ形

容詞だな、N だの 
N3 は難しいようだ。 

～ように purpose 
V 辞書形、V ない形（non-

volitional verb） 
N3 に合格するように、毎日勉強する。 

～ように／ような N 

（Nみたいに／みたいな） 
example N の N3 のような難しい試験はいやだ。 

～ように／ような N roughly same 

【普通形】V、イ形容詞、ナ形

容詞だな／である、N の／だで

ある 

N3 のように、N2 も難しいです。 

～ようだ／ように／ような N 

（～みたいだ） 
metaphor 

V 普通形、N の（V 普通形、N

である＋かのよう） 
N３はスキーのように難しい。 

～よう／ように／ようにと reporting V 辞書形、V ない形 N3 に申し込むように言われた。 

～ように known V 辞書形、V た形、V ている 本に書いてあるように、N３は難しい。 

～ように。 hope V ます形 N3 に受かりますように。 

※～みたい＝～らしい（apparently） 
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～らしい－It’s used to say “It has the typical quality of ~”. 

    N ＋らしい 

  ①この家は木でできていて、とても日本らしい家ですね。 

  ②あなたらしくないことを言って、どうしたんですか。 

  ③ボランティアへは、社会人らしい服装をして行ったほうがいいですよ。 

 

問題１.【「よう（だ）」「ように」「ような」を選びなさい。】 

①彼はいつも王様の（   ）、人と話します。 

②もっと字をきれいに書く（   ）、注意されてしまった。 

③田中さんは忙しい（   ）ので、週末のパーティーには来ないと思う。 

④将来、娘が医者になれる（   ）、応援
おうえん

しています。 

⑤さっき先生が言った（   ）、明後日は休みです。 

⑥子供でも食べられる（   ）メニューはありますか。 

⑦会社には誰もいない。もうみんな帰った（   ）。 

⑧風邪をひかない（   ）、暖かくして寝なさい。 

⑨無理しなくてもいい（   ）予定を立てたほうがいいですよ。 
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問題 2.【「～ように／ような／みたいに／みたいな」（example）を使って、文を完成させなさい。】 

①               ルールが多い国のほうが好きです。 

②家の中で飼うなら、               静かな動物がいいです。 

③もし生まれ変われるなら、              美女になれるといいんだけど。 

④               忙しいシーズンは、どこへ行っても道路が渋滞
じゅうたい

している。 

⑤               大切なものは、ちゃんと管理したほうがいい。 

 

問題 3.【「～ように／ような」（roughly same）を使って、文を完成させなさい。】 

①学校の先生が間違えるように、                    。 

②夏でも涼しいところがあるように、                    。 

③時間があっても遅刻する人がいるように、                    。 

④給料が少なくても貯金できる人がいるように、                    。 

 

問題 4.【「～よう／ように／ようにと」（reporting speech）を使って、文を作りなさい。】 

①先生が生徒に言いました。「夏休みにちゃんと読書してください。」 

②母に頼まれました。「年
ねん

賀状
がじょう

を書いておいて。」 

③子供に言いました。「夜ふかししないで。」 

④同僚にお願いしました。「パソコンを使ったら、充電してください。」 
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問題 5.【「～ようだ／ように／ような／みたいだ」（metaphor）を使って、文を完成させなさい。】 

①あの人は背が高くてハンサムで、                    。 

②吉田君は本当におしゃべりで、                    。 

③ジョンさんは日本語が上手で、                    。 

④娘は                    かわいい。 

⑤                              。 

 

問題 6.【「～ように」（known）を使って、文を完成させなさい。】 

①                    、社長は今週で退職です。 

②                    、４年後のオリンピックはマドリードで行われます。 

③                    、日本は地震が多い国です。 

④                    、応募の締め切りは今月末だ。 

 

問題 7.【「～ように」（hope）を使って、文を作りなさい。】 

①不器用を直したいです。 

②世界中の人の悩
なや

みをなくしたいです。 

③今年１年、健康に暮らしたいです。 

④                              。 


