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Complex Sentence

¤ Sentence 1, Sentence 2. 
¤ Sentence 1 … things happen 1st, Reasons, 

“Conditional” 
¤ Sentence 2 … things happen 2nd, Effect, things 

happen under the “condition” 
¤ 〜～て: 

¤ ⽇日本に⾏行行って、買い物をするつもりです． 
¤ 〜～から：   

¤ びょうきになったから、明⽇日は休みます． 

¤ 〜～し： 
¤ にほんごのじゅぎょうはおもしろくないし、今⽇日は
クラスに⾏行行きません。 

¤ “Conditional” 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 



ならconditional:  Hypothetical 
Statement

¤  S1なら、S2 

¤  If S1, then S2 

¤  When S2 = present tense, S1 = hypothetical condition “if” 

¤ ⾬雨がふるなら、⾏行行きませんよ。 
¤ ひまなら、⾏行行きますよ。 
¤ 暑いなら、休もうとおもいます。 

¤  S2 ＝  past tense (のに／んですが）, S1 = hypothetical   

¤ ⾬雨がふるなら、⾏行行かなかったのに、、、 
¤ ひまなら、出かけたのに、、、 
¤ 暑いなら、休んだんですが、、、 



〜～ならConditional

¤  Previous Context (the speaker either hear 
this from someone or is thinking): 

¤ 明⽇日は、⾬雨がふりそうだな
あ、、、 

¤ 明⽇日は⾬雨かな、、、 

¤  You want to add, what would happen if it 
this supposition is true: 

¤ 明⽇日は⾬雨なら、出かけません。 



なら

¤ なら: used as a “Topic” marker 

¤ A:　あのう、山田先生の研究室はどこで
しょうか？ 

¤ B:  山田先生の研究室なら、この建物の３
階にありますよ。 

¤ “if (what you are looking for/talking 
about is) Prof. Yamada’s office, it is 
on the third floor of this building.” 



なら Conditional (speaker’s 
supposition):〜～（の）なら〜～

学⽣生：すみません、しつもんがあるんで
すが。 

先⽣生：しつもんなら、後でけんきゅうし
つに来て下さい。 

A: 　銀⾏行行のこうざをひらきたいんです。

B: 　こうざをひらく（の）なら、はんこ
を持って⾏行行かなくてはいけませんよ。
 



Verb/Adj/N short form ＋（の）なら

Verbs いAdj.

present/
affirmative

⾏行行く（の）なら おそい（の）なら

Past/affirmative ⾏行行った（の）なら おそかった（の）
なら

Present/negative ⾏行行かない（の）な
ら

おそくない（の）
なら

Past/negative ⾏行行かなかった
（の）なら

おそくなかった
（の）なら



Verb/Adj/N short form ＋（の）なら

なAdj.＋だ Noun+だ

Present/
affirmative

元気なら ⽇日本⼈人なら

Past/affirmative 元気だった（の）
なら

⽇日本⼈人だった
（の）なら

Present/
negative

元気じゃない
（の）なら

⽇日本⼈人じゃない
（の）なら

Past/negative 元気じゃなかった
（の）なら

⽇日本⼈人じゃなかっ
た（の）なら



Verb/Adj/N short form ＋のなら/ん
なら

¤ Predicate short form＋の／んなら 

¤ When the speaker has a direct (visual/
contextual) evidence, の／んなら is used to 
mark that the situation/state is obvious to 
the speaker 



Verb/Adj/N plain form ＋(の)なら

¤  The nominalizer の marks 
“immediacy” ((visual) evidence 
is immediately available to the 
speaker) 

  

分からないのなら、
先⽣生に聞いたらど
う？？？



〜～の／んなら

¤ かなしいの／んなら 
¤ かぜをひいたの／んなら 

¤ やくそくをまもらないの／ん
なら 

¤ *だめの／んなら 

¤ *しあわせの／んなら 
¤ *おとなの／んなら 



「〜～なら」を使って⽇日本語で⾔言ってみま
しょう。

¤  A:  ちょっとかぜをひいたんです。 
 B:  (If that’s the case, why don’t you take a day off from classes?) 

 かぜをひいたなら、じゅぎょうを休んだらどうですか。
¤  A:  お⾦金金がないんです。 
    B: (If that’s the case, you must take a part-time job.) 

 お⾦金金がないなら、アルバイトをしなくてはいけませんね。
¤  A:  おなかがいたくて、、、 

 B:  (If that’s the case, you should take a medicine(くすりを飲む).) 

 おなかがいたいなら、薬を飲んだほうがいいですよ。
¤  A:  しゅくだいをしなくちゃ、、、 
 　 　B:  (If that’s the case, shall we go the library?) 

 しゅくだいをしなくちゃいけないなら、図書館に⾏行行きま
しょうか。



「〜～なら」を使って⾔言ってみま
しょう。

¤ 友達：そとはあまり寒くないですねえ。 

   You: Then, shall we play outside?” 
¤ 寒くないなら、そとであそびませんか。 

¤ 知らない人：あのう、山田さんに会いたいんです
が、、、 

   You: Oh Yamada-san, he has gone home 
today.) 
¤ 山田さんなら、今日は家に帰りましたよ。 

¤ 友達：旅行したいけど、お金があまりないんだ。 

   You:  Then,you cannot travel. 
¤ お金がないなら、旅行できませんね。 



Frequency／Duration 

¤ 3 times a day 

¤ 3 weeks a year 
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Frequency/Duration 

¤ 3 times a day�→ 

�いちにち   に  さんど 

 

¤ 3 weeks a year → 

いちねんに�3しゅうかん�
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Expressions:‘for # days’ 

¤ One day =  いちにち 

¤ Two days = ふつか 

¤ Three days =みっか 

¤ Four days =よっか 

¤ Five days =いつか 

¤ Six days =むいか 

¤ Seven days =なのか 

¤ Eight days =ようか 

¤ Nine days =ここのか 

¤ Ten days =とおか�
16 �



Expressions:‘for # weeks’ 

¤ One week =  いっしゅうかん 

¤ Two weeks = にしゅうかん 

¤ Three weeks =さんしゅうかん 

¤ Four weeks =よんしゅうかん 

¤ Five weeks =ごしゅうかん 

¤ Six weeks =ろくしゅうかん 

¤ Seven weeks =ななしゅうかん 

¤ Eight weeks =はっしゅうかん 

¤ Nine weeks =きゅうしゅうかん 

¤ Ten weeks =じゅっしゅうかん 

� 17 �



Expressions:’for # months’ 
¤ One month = いっかげつ  

¤ Two months = にかげつ 

¤ Three months = さんかげつ 

¤ Four months = よんかげつ 

¤ Five months = ごかげつ 

¤ Six months = ろっかげつ 

¤ Seven months = ななかげつ 

¤ Eight months = はっかげつ 

¤ Nine months = きゅうかげつ 

¤ Ten months = じゅっかげつ 
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Expressions:’for # years’ 

¤ One year = いちねん 
¤ Two years = にねん 
¤ Three years = さんねん  
¤ Four years = よねん 
¤ Five years = ごねん… 

¤ Half year = はんとし�

19 �



Frequency Expressions: 

¤ #ど�or *#かい 

¤ How many times? = なんど／なんかい 

*1, 6, 8,10 

 いっかい 

 ろっかい 

 はっかい 

���じゅっかい 

“how often?”  どのくらい／どのぐらい 
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日本ごで　いってください。 

¤ Once a week 

¤ Once every 4 
months 

¤ Twice a year 

¤ 3 times a week 

¤ 5 times in ten 
months 

¤ 6 times in 5 years 

¤ いっしゅうかんに　いちど／
いっかい 

¤ よんかげつに　いちど／いっ
かい 

¤ いちねんに　にど／にかい 
¤ いっしゅうかんに　さんど／
さんかい 

¤ じゅっかげつに　ごど／ごか
い 

¤ ごねんに　ろくど／ろっかい 
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