
日本語２３４
１７課

たら conditional
〜なくてもいい



どのフォームがいいですか？

1. Mary-san does things like combing her hair, putting her 
make-up on, etc. every morning.

• メアリーさんは、毎朝、かみを(1)り、けしょうを(2)りします。
(1) a. とかす

b. とかした
c. とかして

(2) a.  する
b. した
c.  して



どのフォームがいいですか？

2.  I hope I will win a lottery.
たからくじに(     )といいんですが、、、
a.  あたる
b.  あたった
c.  あたって



どのフォームがいいですか？

3.  I must get a full-time job this year.
今年は、しゅうしょく(     )ばいけません。
a.  すれ
b.  しなけれ
c.  して
d.  した



どのフォームがいいですか？

4.  How about making a cup of tea?
お茶を(       )どうですか？
a.  いれるの
b.  いれたの
c.  いれたら
d.  いれなけらば



どのフォームがいいですか？

5.  When I was born, my mother was 28 years old.
わたしが(      )時、母は、２８才でした。
a.  うまれる
b.  うまれた
c.  うまれている
d.  うまれていた



どのフォームがいいですか？

6. Every night, when Sue-san goes to bed, she prays.
まいばん(      )時、スーさんは、いのります。

a.  ねる
b.  ねた
c.  ねている
d.  ねていた



Conditional:  Vたら
• Vたら、S２
• S２= about near future (i.e. present tense), 
Vたら “if/when~”
• S２= what will happen after Vたら
• S2 = not have to logically possible event: 
surprise, sudden realization, unexpected 
situation

• 「〜たらどう？」
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Conditional:  Vたら
•お金がないなら、しゅうしょくしたらどう？
•先生に聞いたら、答えが分かりますよ。

•日本に行ったら、すぐ日本語が上手になりますよ。

•家に着いたら、電話をかけて下さい。

•バスに乗ったら、20分ぐらいですよ。
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Conditional たら

• Vたら、…Vpresent

• Ving complete, then …
•そつぎょうしたら、しゅうしょくしたい。

• After graduating from college, I want to get a full-time job.
•明日天気だったら、私が行きましょう。

• If it is sunny tomorrow, I will go there.
•日本に行ったら、毎日日本語を話しますよ。

• When you go to Japan, you will speak Japanese everyday.
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日本語で言ってみましょう。

• What are you going to do when/after the class is 
over?
• じゅぎょうがおわったら、何をしようと思っていますか？

• When the water boils, please make tea.
•おゆがわいたら、お茶をいれてください。

• If I can not get a job at this company, I will be very 
sad.
• この会社にしゅうしょくできなかったら、かなしいです。

• If my parents get divorced, I will be very sad.
•両親がりこんしたら、とてもかなしいです。



Conditional たら
• Vたら、〜Vpast(た)。
• “When Ving, ~happened (unexpectedly, to my 
surprise).

•バスに乗ったら、先生に会いました。
• When I got on the bus, I saw my teacher.

•田中さんの家に電話をかけたら、だれも出なかった。
• When I called Tanaka-san’s house, no one answered.

•友だちに聞いたら、もっとわからなくなった。
• When I ask my friend, I got more confused.

•５時間も勉強したんですが、しけんを見たら、おぼ
えた事をわすれたんです。（あんきパンを食べて
おいたらよかった、、、）
• I studied for 5 hours but when I looked at the test, I totally forgot 

things I memorized…
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日本語で言ってみましょう。

• When I went to Tokyo, I got sick.
•東京に行ったら、病気になりました。

• When I bought a lottery, I won.
•たからくじを買ったら、あたりました。

• When Mary-san tried a red dress, it looked good on 
her.
• メアリーさんが、赤いワンピースを着てみたら、よくにあ
いました。

• When Takeshi-san made a dinner, it tasted awful.
•たけしさんが晩ご飯を作ったら、とてもまずかったです。



Counter-factual with たら
•〜たら、…ている／…でしょう／…んですけど、、、

• Hypothetical and counter-factual situation
•お金があったら、この家を買っていますよ。
•日本語がもっと上手だったら、しけんはやさしいで
しょう。

•あたまがよかったら、いしゃになりたいんですけ
ど、、、

•〜たらよかった（んですが）、、、 “I wish ~”
•しけんの前に、もっと勉強したらよかった、、、
•私の家が、もっと広かったらよかったんですが、、、



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。
•かぎをかけてはいけません。



Don’t need to/don’t have to V
• 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？

• 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



日本語で言ってみよう！

• You may not oversleep on the day you have an 
exam.
•しけんがある日は、朝ねぼうしてはいけません。

• You must be cautious when you walk on this 
street.
•この道を歩くときは、ちゅういしてください。

• You don’t have to take shoes off here.
•ここでは、くつをぬがなくてもいいです。

• You may make coffee.
•コーヒーを入れてもいいですよ。



× × ×

× ×

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。



× × ×

× ×

ぼくと結婚してくれたら、、、
You don’t have to …

エー、マ
ジで？


