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Expressing Completion  ~てしまう
Conditional と
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→ 〜ている

Resultant State:
The action was carried
out a while ago and its
result(s) was/were left
unchanged.  Purpose
Unknown.



→ 〜ている

Progressive State:
The action is being carried out
as it is described.  On-going
Action.
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Garbage is in the trash can.
Flower blooms.

TV is on.

The window is open.

A shoe is dropped.

ゴミが入っている はながさいている

テレビがついている

まどがあいている

くつがおちている
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(She) is making coffee.

(She) is turning it on.

(She) is opening the lid (ふ
た) of a garbage can(ごみば
こ).

(She) is closing the lid of a 
toilet.

The dirty water is contaminating the river.

コーヒーを入れています。

スイッチをいれています。

きたない水が、川をよごしています

ごみばこのふたをあけてい
ます。

トイレのふたをしめて
います。



どっちがいいですか。
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カーテンをしめています。
カーテンがしまっています。

おゆがわいています。
おゆをわかしています。

まどをあけています。
まどがあいています。

スイッチが入っていません。
スイッチを入れていません。

スイッチが入っています。
スイッチを入れています。

電気がついています。
電気をつけています。

こうちゃがはいっています。
こうちゃをいれています。

この電話こわれていますよ。
この電話こわしていますよ。



カーテンがしまっています。



おゆがわいています。



まどをあけています。



スイッチがはいっていません。



スイッチを入れています。



電気がついています。



こうちゃがはいっています。



この電話、こわれていますよ。
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Completely & irrevokably
� Japanese has a structure that is used to describe 

an action that is *complete* and *irrevokable.*
� Vて＋しまう
� しまう means “to complete” or “to put away.”
� Colloquially:  Vちゃう/ じゃう
� 行く 行ってしまう 行っちゃう

� 飲む 飲んでしまう 飲んじゃう
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Vてしまう:  expressing disappointment, mistake, oops!

1. 田中さんは結婚してしまった。

2. ケータイを家に忘れて来てしまいました。

3. もう、この本読んじゃいました。

4. Q：いっしょに昼ご飯を食べませんか。
A：あっ、もう食べちゃいました。
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Various Emotions with Vてしまう

surprise, shock

いけない。宿題
わすれ
ちゃった。
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Various Emotions with Vてしまう

� Relieved, proud, happy, sense of 
accomplishment

もう宿題をし
ちゃったから、
よるはあそべる。
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Various Emotions with Vてしまう

� happy, proud, being bashful, etc.

カレができ
ちゃったの。
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Various Emotions with Vてしまう

� disappointment, sadness

あーあ、雨がふって
来ちゃった、、、



Express your emotion.
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These shoes are 
torn(やぶれる).

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 are torn (やぶれる）.

このくつはもう古いなあ、、、

くつがやぶれてしま
いました。
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くつがやぶれちゃっ
た。



I am tired.

チョーヘトヘトだ〜

つかれてしまいまし
た。
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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。
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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？
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I fell asleep.

もうだめ、目を開けていら
れない、、、

ここで寝ちゃいまし
た。
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I purchased them all.

どのズボンにしようか
な、、、

ぜんぶ買っちゃいま
した。
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Conditionals in Japanese

� What you already know
◦ Vたら
◦（の）なら
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Conditionals in Japanese
Vたら “If,” “When”
� 日本に行ったらカメラを買う。

� 車だったら、はやく来れるかも知れ
ません。

� すしを食べたら、おなかがいたく
なった。
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Conditionals in Japanese
（の）なら “That being the case . . .”
� 音楽を聞くのなら、J-ポップにしたらどう
ですか。

� 日本に行くのなら、すもうを見に行って
みて下さい。

� 水曜日なら、行けますよ。
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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, Verbs of spontaneous action 

(intransitive), Verbs expressing “habitual” 
action
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〜と “If S1, S2 happens without fail”

� ふゆになるとゆきがふります。

� コーヒーを飲むとねられなくなり
ます。

� 電気をつけると部屋が明るくなる。
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「〜と」のれんしゅう “to turn (a 
corner)” （かどを）まがる,  “to cross (a bridge) 
（はしを）わたる, “intersection”こうさてん

例：右にまがると、みちの左がわにありますよ。
1. ２つ目のかどを、右にまがると、みちの左がわにあ
りますよ。

2. こうさてんを・で左にまがると、みちの右がわにあ
りますよ。

3. はしをわたると、みちの左がわにありますよ。
4. ５０メートル歩くと、みちの右がわにありますよ。
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