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LAMPIRAN  

DATA 「でしょう」DAN「かもしれません」 

Keterangan lampiran: 

Lg = Lagu 

Kmk = Komik 

Gm = Game 

LAMPIRAN DATA DESHOU DAN DAROU  

確認する (Memastikan sesuatu) (Lg) : 

1. 名詞+ でしょう 

大きな自分の影を見つめて思うのでしょう。(AO) 

 

2. 名詞+ でしょう 

こんなにお馬鹿なんでしょう無理無理。(KB)  

 

3. Kata kerja kamus + でしょう 

花のように儚いのなら、君の元で咲き誇るでしょう。(AH) 

 

4. Kata kerja kamus + でしょう 

そして笑顔見届けたあと、そっと一人散って行くでしょう。(AH) 

 

5. Kata kerja kamus + でしょう 

鳥のようには羽ばたけるなら、君の元へ飛んで行くでしょう。 

(AH) 

 

6. Kata kerja kamus + でしょう 

そして傷をおったその背に、僕の羽を差し出すでしょう。(AH) 

 

7. Kata kerja kamus + でしょう 

風のように流れるのなら、君のそばに辿り着くでしょう。(AH) 

 

8. Kata kerja kamus + でしょう 

月のように輝けるなら、君を照らし続けるでしょう。(AH) 
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9. 否定形 + だろう 

問題ないでしょう一人くらい寝てたって。(BOF)  

 

10. 否定形 + だろう 

僕らはみんな分かってた自分のために歌われた歌などない問題ない

でしょう。(BOF)  

 

11. 名詞 + でしょう 

大地に根をはり空を伸びてく花も実もある命でしょう。(SHE) 

 

12. Kata kerja kamus + だろう 

泣かないよ届くだろうきれいな空に。(AO)  

 

13. Kata kerja lampau + だろう 

手が届かないから、輝きを増したのだろう。(AH)  

 

 

確認する (Memastikan sesuatu) (Kmk) : 

14. Kata kerja ～ている negatif lampau + でしょう 

でも、その周藤さん、そのシガレットケースとかも持ってなかった

んでしょう？(MK,87) 

 

15. Kata kerja lampau + でしょう 

ほら、前にキッドが空中歩行した事件があったでしょう？(MK,54) 

 

16. Kata kerja ～ていた + でしょう 

ほら、最後に君達が彼に会った時もセーターの上に着てたでしょ

う？(MK,106) 

 

17. 名詞 + でしょう 

だって周藤さんがくわえタバコで車を降りたって事は、降りる少し

前にタバコを出して火を付けたって事でしょう？ (MK,83) 

 

18. Kata kerja kamus + だろう 

さすがに昨日と同じビルは避けるだろうけど。。。(MK,52) 

19.  Kata kerja ～たい + だろう 
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ナルカミくんが君の正体に気付いてるかどうか確かめたいだろう？。

(DL,122) 

 

 

確認する (Memastikan sesuatu) (Gm) 

20.  Kata kerja kamus + だろう 

自分でやらないと、テストのときとか苦労するハメになるだろう。 

(FA) 

 

21.  否定形+ でしょう 

さ、行こ行こ。こんな寒い夜に立ち話でもないでしょう。(FA) 

 

 

Dugaan (Lg): 

22.  Kata kerja lampau + でしょう 

そこで見た景色はどんなものだったのだろう。(AH) 

 

23. 名詞 + でしょう 

なんでだろうあなたを選んだ私です。(AHI) 

 

 

Dugaan (Kmk): 

24.  名詞 + でしょう 

手伝うよ、律子一人じゃ大変でしょう。(DL,67) 

 

25.  否定形 + でしょう 

まさか！！あのエゴイストがそんな事する訳ないでしょう。

(DL,77) 

26.  名詞 + だろう 

疑うのなら、小暮だろう。(DL,23) 

 

27.  Kata kerja ～ている + だろう 
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いくら何でも群衆の中でカードを３枚も飛ばせば誰か見てるだろう

から。。。(MK,33) 

 

28.  ～て + だろう 

ま、飯食って腹が膨れりゃ機嫌も直るよ！どうせまたくっだらねー

事に悩んでるんだろうから。(MK,71) 

 

 

Dugaan (Gm) 

29.  否定形 + でしょう 

コウさんは帰りが遅れそうなときはちゃんと連絡をくれるから、多

分今日はそれほど遅くはならないんだろう。(FA) 

 

30.  Kata kerja ～ている + だろう 

どんな風に思えるのは、俺が今人並み程度には幸せ生活を送れてい

るからだろう。(FA) 

 

LAMPIRAN DATA KAMO SHIREMASEN DAN KAMOSHIRENAI 

Dugaan (Lg): 

31.  Kata kerja kamus + かもしれない 

その一粒の雫でさえも花を守るかもしれない。(HK) 

 

32.  Kata kerja kamus + かもしれない 

その震えてる声集めれば風を起こすかもしれない。(HK) 

 

 

33.  名詞 + かもしれない 

夢かもしれない愛してるすべて守れるなんて。(SHE) 

 

34.  Kata kerja kamus + かもしれない 

私だって女のこ優しさに埋もれたい泣き出すかもしれないよ。

(MM) 
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Dugaan (Kmk): 

35.  Kata kerja lampau + かもしれない 

もしかしたら私の儀式が成功したのかもしれないわね。(DL,80) 

 

36.  自動詞 + かもしれない 

このままお前が上に上がればお前は助かるかもしれないが下に降ろ

された仲間は警察に捕まっちまう。。。 (MK,66) 

 

37.  Kata kerja bentuk harus + かもしれない 

まあ、今のやな野郎にもう一度お願いしなきゃならないかもしれな

いけど (MK,76) 

 

38.  名詞 + かもしれない 

事故死に見せかけるために犯人がワザと置いた間違った証拠かもし

れないってわけさ！ (MK,87) 

 

39.  Kata kerja kamus + かもしれない 

意識がはっきりしてない状態で無理に水を飲ませると誤嚥して気管

に入り、窒息するかもしれないからな。。。(MK,161) 

 

40.  Kata kerja ～ている + かもしれない 

もしかしたらロキくん見物してるかもしれないわっ行ってみます

か！(DL,61) 

 

 

41.  Kata kerja lampau + かもしれない 

真面目だった永倉さんの心にも積もったのがあったのかもしれない

し。(DL,41) 

42.  Kata kerja ～ている + かもしれない 

毒が入ってるのかもしれないのよ。(DL,134) 

 

43.  Kata kerja ～ていた+ かもしれない 

その吸い殻が周藤さんが来る前からガレーシの中に落ちてたからか

もしれないね！(MK,84) 
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Dugaan (Gm): 

44.  Kata kerja 可能形 + かもしれない 

今さら元の二人に戻れはしないけど、友達くらいになら、なれるか

もしれない。 

 

45.  Kata kerja 可能性 negatif + かもしれない 

でも、私一人じゃ相手からうまく話を聞き出せないかもしれない。

(FA) 

 

46.  Kata kerja ～ている + かもしれない 

もしかしたら天満ちゃんもその辺で休んでるかもしれないし。(SR) 

 

47.  名詞 + かもしれない 

もしかしたらあいつは、これまで戦ったどんな猛者より手強いかも

しれない。(SR) 

 

48.  名詞 + かもしれない 

だけど、もし恋人を作れないのだとしたら、俺のせいかもしれない。 

 

49.  名詞 + かもしれない 

むしろ、俺が姫に礼を言うべきなのかもしれない。(FA) 

 


