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Describing simultaneous events 

Conditional 〜～と 

漢字テスト 



オーラルインタビュー
¡  2/6, 2/8, 2/11 

¡  Individual interview 

¡  5~6 min. per students 

¡ Questions and Answers 

¡ One min. speech on one of the two topics assigned 
as Oral Essay 

¡  This is an “Interview”, not an “Interrogation”!!!



Express your emotion.
3 

These shoes have 
holes (あながあく）. 

I am tired. I wonder if I shall 
wear sunglasses. 

I wonder if I shall turn 
the lights on. I fell asleep. I bought them all. 



The shoes have holes (あながあく）.

このくつはもう古いなあ、、、

くつにあながあいて
しまいました。 

4 

くつにあながあい
ちゃった。 



I am tired.

チョーヘトヘトだ〜～

つかれてしまいまし
た。 

5 

つかれちゃった。 



I wonder if I put sunglasses on.

うわー、まぶしい〜～

サングラスをかけ
ちゃおうかな。 

6 

サングラスをかけて
しまおうかな。 



I wonder if I will turn the lights on.

ウワーまっ暗だ、、、

電気をつけちゃおう
かな？ 

7 



I fell asleep.

もうだめ、⽬目を開けていら
れない、、、

ここでねちゃいまし
た。 

8 



I purchased them all.

どのズボンにしようか
な、、、まあ、お⾦金金もある

し、、、

ぜんぶ買っちゃいま
した。 

9 



Expressing simultaneous 
actions performed by the 
same person

¡ One person is doing two action at the same 
time. 

¡ Action 1(Vます)＋ながら、Action 2. 

¡ Action 2 = main action 

¡ Action 1 = secondary action



Expressing simultaneous actions 
performed by the same person	

本を読む 

うんどうする 

本を読みながら、うんどうします。



Expressing simultaneous actions 
performed by the same person:  
Vますながら、V	

あさごはんを食べます。	

インターネットを見ます。	

	

→あさごはんを食べながら	

　インターネットを見ます。	

　　 	Verb-stem+ながら	

　　　　　	　	

　 

	



〜～ながら
車をうんてんしながら、話します。	

　　　　　　　　　　　　	

話しながら、車をうんてんします。	



〜～ながら：この⼈人達は、何
をしていますか？



〜～ながら：この⼈人達は、何を
していますか？

コーヒーを飲みながら、メールを読んでいます。 

ひるごはんを食べながら、車をう
んてんしています。 

うみを見ながら、ばんごはんを食べています。 



〜～ながら：この⼈人達は何をし
ていますか。

おべんとうを食べながら、パソコンであそんでいます 。 

ねながら、ざっしを読んでいます。 



〜～ながら：この⼈人達は何をし
ていますか。

電話で話しながら、仕事をしています。 

水を飲みながら、うんどうしています。 

歩きながら、電話で話しています。 



Conditionals in Japanese 

¡ What you already know 
¡ Vたら 
¡ （の）なら 

18 



Conditionals in Japanese 

Vたら  “If,” “When” 

¡  ⽇日本に⾏行行ったらカメラを買う。 

¡  ⾞車車だったら、はやく来れるかも
知れません。 

¡  すしを⾷食べたら、おなかがいた
くなった。 

 

19 



Conditionals in Japanese 
（の）なら “That being the case . . .” 

¡  ⾳音楽を聞くのなら、J-ポップにした
らどうですか。 

¡  ⽇日本に⾏行行くのなら、すもうを⾒見見に
⾏行行ってみて下さい。 

¡  ⽔水曜⽇日なら、⾏行行けますよ。 

 

20 



A new conditional:  〜～と 
¡ Vplain/presentと, S2 

¡ Whatever happens after 「と」 always happens, 
without fail 

¡ The clause after と is inevitable 

¡ “Cause” と “Effect” 

¡ “If”, “Whenever” 

¡ S2=Adj.+なる,  

¡ S2=Verbs of spontaneous action (intransitive) 　つ
く、きえる、よごれるetc. 

¡ S2=Verbs expressing “habitual” action (いつも、た
いてい  〜～） 

21 



〜～と  “If S1, S2 happens without 
fail” 

¡  冬になると雪がふります。 

¡  コーヒーを飲むと寝られなく
なります。 

¡  電気をつけると部屋が明るく
なる。 

 

 

22 



「〜～と」を使って、⽂文を作って下
さい。 

¡ If you get out of this building, you will see the 
library. 
¡ この建物を出ると図書館が⾒見見えます。 

¡ If you use this, the dirty spot will become 
clean. 
¡ これを使うと、よごれた所もきれいになりま
すよ。 

¡ If you push this switch, the door will close. 
¡ このスイッチをおすと、ドアがしまりますよ。 

¡ If you skip classes, your grade will go bad. 
¡ 授業をサボると、せいせきが悪くなりますよ。 

23 


