
日本語２３４
Expressing visual appearance 
with みたい
Temporal Conditional Clauses 
“Before ~/After ~”



日本語で言ってみましょう。

• When a customer comes please smile.
•おきゃくさんが来たら、わらって下さい。

• If the food is not enough, please make by yourself.
•食べ物がたりなかったら、自分で作って下さい。

• If you are envious, please try hard.
• うらやましかったら、がんばってください。

• When Tanaka-san received salary, he took me to 
the zoo.
•田中さんは、きゅうりょうをもらったら、私を動物え
んにつれて行ってくれました。



何ていういみだと思いますか？

（例）左に行ってもいいし、まっすぐ行ってもいいってい
ういみです。

1. 入ってはいけないっていういみです。

2. あぶないっていういみです。
3. 車をとめてはいけないっていういみです。

4. ゆっくり車を運転しなければいけないっていういみ
です。

”stop”,”park (a car)”
車をとめる



「ええ」か「いいえ」でこたえてください。

•明日は、お休みなんで
す。ひげをそらなければ
いけませんか？

•明日休みなら、
•そらなくてもいいです。



「ええ」か「いいえ」でこたえてください。

•きれいな部屋ですねえ。
そうじしなければいけま
せんか？

•きれいなら

•そうじしなくてもだいじょ
うぶですね。



「ええ」か「いいえ」でこたえてください。

•たからくじにあたったん
です。明日も、働かなけ
ればいけませんか？

•たからくじにあたったの
なら

•働かなくてもいいですね。
• （うらやましい、、、）



「ええ」か「いいえ」でこたえてください。

•今日は、出かけません。
かみをとかさなければい
けませんか？

•出かけるなら、

•ちょっとかみをとかした
ほうがいいですよ。

• （かみがボウボウですか
ら、、、）



「ええ」か「いいえ」でこたえてください。

•電車、こんでますね。乗
らなければいけません
か？

•こんでいるなら、
•のらなくてもいいですよ。

• （次の電車をまちましょ
う）



「ええ」か「いいえ」でこたえてください。

•シャワーきらいだニャア。
シャワーをあびなければ
いけニャイですか？

•きらいニャラ、
•あびなくてもいいニャ。



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
•明日から、旅行に行くみたいですね。

• もうすぐ、お店があくみたいですね。

• Vpast tense

• Appearance of something to have happened
•田中さん、かおがまっくろ。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。



「〜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、、、

変なあじ、、、

ヒャー、
歩くの
大変

ヤベー、、、

ゲッ、きん
けつ



「みたい」の文を作ってみましょう。

(例)せんたくをしたみたいです。
(例) ドライヤー（かんそうき）を使わないみたいです。

(例)家族がおおいみたいですです。



Making an analogy 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。





Expressing Chronology

What you already know . . . 
• V1て、V2

•おゆをわかして、お茶を入れました。

• V1た時、V2
•お金がたりない時、アルバイトをしました。
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Vてから “After Ving, …”

• V1てから、V2
• V1, then V2 ＝after V1, V2
•毎朝、ひげをそってから、会社にいきます。
•かぎをかけてから、でかけてください。
•運動をしてから、ごはんをつくりました。
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Extra: Another way of expressing “after 
Ving, …”

• V１たあと（で／に／は）、V２
•ごはんを食べたあとは、何もしないでねよう。

•今日は、じゅぎょうがおわったあとで、きっさてんに
いくつもり。

•ざんぎょうしたあとに、でかけたから、ちょっとつか
れたよ。



Vてから vs. Vたあと

• V1てから、V2
• Can be used when V2 is under the control of the 

subject/speaker 
• V１たあと、V２

• When the V2 represents a spontaneous action such 
as 電気がつく ”the light turns on”, 見える”become 
visible”

•スイッチを入れたあと、電気がついた。
•×スイッチを入れてから、電気がついた。
•建物を出たあとで、田中さんの家が見えた。
•×建物を出てから、田中さんの家が見えた。
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Before Ving, …

• Before Ving, …
• Vshort/affirmative/present前に、…
•しゅうしょくする前に、海外旅行をしたい。

•お茶を入れる前に、何をしたの？

•出かける前に、ドアにかぎをかけた方がいい
よ。
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• If the subject of the 前・後・てからclause is different from 
that of the main clause, it must be marked with the particle 
が.

•カノジョが来る前にへやのそうじをしました。
•友だちが帰った後、買い物に行こうと思っています。

•じゅぎょうが始まってから、しゅくだいをしてはいけま
せんよ。
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Please note:



今日はデートです。

•デートに行く前に 手をあらいます。
present aff.

•手をあらった後（で・に） デートに
past aff.

行きます。

•手をあらってから、デートに行きます。
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手をあらう



〜前に

1. うんどうをする 2. 会社に行く

会社に行く前に、うんどうをします。



〜前に

2. 出かける 1. べんとうをつくる

出かける前に、べんとうをつくります。



〜まえ

1. 仕事をする 2. ねる

ねる前に、仕事をします。



〜前に

2. 本を読む 1. たばこをすう

本を読む前に、たばこをすいます。



〜まえ

1. 勉強する 2. 分からないことをしつもんする
わからないことをしつもんする前に、勉強します。



〜てから／たあとで

1. うんどうをする 2. 会社に行く

運動をしてから、会社に行きます。

運動をしたあと、会社に行きます。



〜てから／たあと

2. 本を読む 1. たばこをすう

たばこをすってから、本を読みます。

たばこをすったあと、本を読みます。



〜てから

1. 仕事をする 2. ねる

仕事をしてから、ねます。



〜てから／たあと

2. 出かける 1. べんとうをつくる

べんとうをつくってから、出かけます。

べんとうをつくったあと、出かけます。



〜てから

1. 勉強する 2. 分からないことをしつもんする
勉強してから、わからないことをしつもんします。


