
⽇本語２３４ ８⽉13⽇（⽕）

¤〜ば
¤〜のに



どっちがいいですか︖
¤ A:  今、駅に着いたんですが、、、

B:  わかりました、今むすこを(⾏かせます／⾏ってもらいま
す。)
¤ A:  これ、ぜんぶ⾃分⼀⼈で運んだんですか︖おもそうですけ
ど。

B:  いいえ、友だちに（てつだわせた／てつだってもらった）か
ら、だいじょうぶです。
¤ A:  みちがすぐわかりましたか︖

B:  ええ、先⽣に(連れてこられた／連れてきてもらった)から、
すぐ分かりました。
¤ A:  むずかしい歌ですけど、お⼦さんじょうずに歌えましたね。

B:  ええ、毎⽇(れんしゅうさせた／れんしゅうさせてもらった)
んですよ。
¤ A:  この仕事、ちょっと⼤変なんだけど、、、

B:  だいじょうぶです。私に(やっていただけません／やらせて
いただけません)か。



「〜てもらう・いただく」をつかって⽇
本語で⾔ってみましょう。

¤ (to your boss)  May I make a plan?
¤計画をたてさせていただいてもいいですか︖

¤ (to your parents) May I live alone?
¤⼀⼈ぐらしさせてもらってもいいですか︖

¤ (to your boss)  May I take a business trip to 
Japan?
¤⽇本にしゅっちょうさせていただいてもいいです
か︖

¤ (to a customer)  May I contact you?
¤れんらくをさせていただいてもよろしいですか︖

¤ (to your friend)  May I make a copy of your 
notebook?
¤ノートのコピーをとらせてもらっていい︖



のに

¤ Contrastive conjunction “Although 
~”, “Despite that ~”

¤ の in のにmarks “evidence” (the 
speaker’s affect ≒ fact):  “even 
though I have an evidence to the 
contrary…”

¤ More subjective than other 
expressions of “but” (けれど、が）
¤ Good for surprise, disbelief, regret, 

frustration, disappointment, 
amazement . . ..
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のに

Vshort のに

いAshort

なA なのに

N
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⾼かったのに
うるさくないのに

⾔われたのに
おこられなかったのに

いやなのに
びんぼうだったのに

期末試験なのに
１⼈ぐらしじゃないのに



のに

¤ ⾚ちゃんが泣いているのに、お⺟さんが
何もしない。

¤ 今⽇はゴミの⽇じゃないのに、ゴミが出
されている。

¤ ⼦供は友だちにおもちゃをこわされたの
に、ぜんぜんおこっていません。

¤ ⼭⽥さんは⽇本⼈なのに、⽇本のことを
あまり知らないんですね。
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What’s the difference?

¤ ⾔われたけど、しなかったんです。
¤ ⾔われたのに、しなかったんです。

¤ 外はさむいですが外に⾏って下さい。
¤ 外はさむいのに外に⾏かされた。
¤ 「〜のに」strong objection, 

disappointment, etc.
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⽇本語で⾔ってみましょう。

¤Although Tanaka-san lives alone, he does 
not do his house chores.
¤⽥中さんは、１⼈ぐらしなのに、家事はしま
せん。

¤Although I got along well, I was teased(から
かう) by my friend.
¤なかがよかったのに、友だちにからかわれて
しまいました。

¤Although I locked the door, our house was 
broken into by a thief.
¤かぎをかけたのに、家にどろぼうに⼊られま
した。



ば-form Formation

All verbs:  Vueば
⾏く→いけば ⾷べる→⾷べれば
くる→くれば

いAdjectives: Aいければ
軽い→軽ければ 遅い→遅ければ

*いい→よければ
なAdjectives,Nouns:  N/A だなら（ば）
りっぱなら（ば） 昨⽇なら（ば）
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「〜ば」で言って下さい。

¤あげる

¤読む

¤見る

¤えらぶ

¤もらう

¤やる

¤ほしがる

¤ほしい
¤⾏きたい
¤りっぱ
¤下⼿

¤⽇本⼈
¤英語
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あげれば
読めば
⾒れば
えらべば
もらえば
やれば
ほしがれば

ほしければ

⾏きたければ
りっぱならば
下⼿ならば
⽇本⼈ならば

英語ならば



Conditional ば

¤先生に聞けばわかりますよ。
¤you ask your teacher  ☞ your will 

comprehend
¤Used in a context where X is looking a way to 

understand, and you tell how to do it.
¤Focus:  how comprehension can be 

achieved
¤Cf.  先生に聞いたらわかりますよ。
¤Focus:  what happens if you ask your 

teacher
¤Cf.  先生に聞くと分かりますよ。
¤Focus:  what happens every time you ask 

your teacher; something always happens
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Conditional ば

¤勉強しなければ、わかりませんよ。
¤ You do not study ☞ you will not understand
¤ “not studying” guarantees “not understanding”
¤ Used in a context in which “not understanding” 

is being discussed, and you tell how that 
happens.

¤ Focus:  under what condition not 
comprehending happens.

¤Cf.  勉強しなかったら、わかりませんよ。
¤ Focus:  What happens if you do not study

¤Cf.  勉強しないと、わかりませんよ。
¤ Focus:  what happens every time not studying 

takes place
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⽇本語で⾔ってみましょう。
¤ If you check the map, you can come here by 

yourself.
¤ 地図をしらべれば、⼀⼈で(も)ここに来られます
よ。

¤ If you study in Japan, you will understand Japan 
more.

¤ ⽇本で勉強すれば、⽇本のことがもっと(よく)分
かるでしょう。

¤ If you do not understand, please ask your 
teacher.

¤ 分からなければ、先⽣に聞いて下さい。
¤ If it is cold, I won’t go out.

¤ 寒ければ、出かけませんよ。
¤ If it is not Japanese, I can’t read it.

¤ ⽇本語じゃなければ、よめません。
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