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〜なくてもいい 

Expressing visual 
appearance with みたい 

かんじテスト 



日本語で言ってみましょう。 

• If I were a Japanese, I would have become an office 

worker (company employee). 

• 日本人だったら、サラリーマンになっていたでしょう。 

• If I won a lottery, what shall I do? 

• たからくじにあたったら、何をしようかな？ 

• If my parents did not give me money, I would have been 

working a part-time job. 

• 両親がお金をくれなかったら、アルバイトをしているでしょう。 

• I wish I were a bit smarter. 

• もう少しあたまがよかったらいいんですが、、、 



Don’t need to/don’t have to V 

• Prohibition:  may/can not  

• 〜てはいけない （Vて＋は＋いけない） 

• 言ってはいけません。 

• 飲んではいけません。 

• Obligation:  must V  

• 〜なくてはいけない （Vなくて＋は＋いけない） 

• 勉強しなくてはいけません。 

• しゅうしょくしなくてはいけません。 

• かぎをかけなくてはいけません。 

• Permission (affirmative): may V 

• 〜てもいい （Vて＋も＋いい） 

• 家に帰ってもいいですか？ 

• しつもんしてもいいですか？ 

 

〜ては 〜ちゃ 



Don’t need to/don’t have to V 

• Permission (negative):  〜なくてもいい （Vなくて＋も＋い
い） 

•勉強しなくてもいい 

•ひげをそらなくてもいい 

•かぎをかけなくてもいい 
 

 



× × × 

× × 

ぼくと結婚してくれたら、、、 

かみをとかさなくてもいいよ。 けしょうをしなくてもいいよ。 

お茶を入れてくれ
なくてもいいよ。 

アイロンをか
けてくれなくて
もいいよ。 ごみをださな

くてもいいよ。 

エー、マ
ジで？ 

ボクが毎日入れてあ
げるから。 

じぶんで
やるから。 

ゴミはおもいし、く
さいから、ボクが
だしてあげる。 



Expressing visual impression with みたい 

• Noun+ みたい “looks like Noun/resembles 
Noun” 

•今日は、雨みたいだね。 

•この人、やくざみたいね。 

•なadj.な＋みたい “looks Adj.” 

•田中さん、結婚して、しあわせみたい。 

•メアリーさん、すしがきらいみたいだよ。 

•いadj.(short form)＋みたい “looks Adj.” 

•このズボン、ちょっとながいみたい。 

•おいしくないな。しお’salt’がちょっとすくないみた
い。 
 



Verb (short form) + みたい 

• Vpresent tense 

• Appearance of something to be about to 
happen 

• Vpast tense 

• Appearance of something to have happened 

•明日から、旅行に行くみたいですね。 

•今日の午後は、かぜが強くなるみたいですね。 

•顔が真っ黒。ハワイに行って来たみたいね。 

•あの人、たからくじにあたらなかったみたいで、ざん
ねんでしたね。 
 

 

 



Expressing visual impression with みたい 

• Past tense/Negative → short form (~だった／~

かった／~ない／なかった）＋みたい 

•きのうは、雨だったみたい。 

•ひとりで、ちょっとさびしかったみたい。 

•ちょっときらいだったみたい。 

•今年は、ゆきがぜんぜんふらないみたいだよ。 

• メアリーさん、ダイエット中で、きのうは、何も食べな
かったみたい。 
 



Expressing visual impression with みたい 

• みたい vs. そう 

• みたい：impression based on visual observation or 

impression based on first-person experience by the 

speaker 

• そう：mostly impression based on visual observation 

 

 

 

 

このスカート
ちょっとみじかい
みたい。 

このスカート
ちょっとみじ
かそうね。 

This skirt looks a bit short. 



「〜みたい」の文を作ってみましょう。 
もっと勉強し
たらよかっ
た、、、 

しけんができなかったみたいです。 

しけんのせいせきが悪かったみたいです。 

変なあじ、、、 

ごはんがおいしくないみたいです。 

この食べ物があまり好きじゃな
いみたいです。 

ヒャー、
歩くの
大変 

かぜがつよいみたいです。 

歩くの大変みたいですね。 

ヤベー、、、 

おなかがいたいみたいです。 

ちょっと、食べすぎたみたいです。 

ゲッ、きん
けつ 

お金がたりないみたいです。 

ドレスは買えないみたいです。 

かなしいみたいです。 



Expressing visual impression with みたい 

• みたい is a な-adjective 

• ~みたいな Noun “Noun that is like/resembles ~” 

• ~みたいに Predicate “Predicate (just) like ~” 

•あの人は、何でも知っていて、学者（がくしゃ）みた
いな人です。 

•そんな、うそみたいな話し聞いたことがありません。 

•日本のサラリーマンみたいなかっこうですねえ。 

•あの人は、アメリカ人ですが、日本人みたいに日本
語が話せます。 

•田中さんみたいに英語が話せたらいいんですが、、、 

•ゆきみたいにつめたいね。 
 

 

 


