
Japanese for Busy people II

十三課

2. Making Hypothetical Statements

～たら



You use たらto make hypothetical statements. (Conditional)

～たら、～

おかねが あったら、

If I had money, I would want to go to Japan.  

にほんに いきたいです。

あります

Ta form + らあった

あったら

Have =

You can use たらto make if-statements as well as when-statements.  

Case 1- You don’t have a plan to go to Japan. 
I wish to go to Japan someday.
If I go to Japan, I would want to eat sushi.  

Case 2- You  have a plan to go to Japan.
I am going to Japan in July.
When I go to Japan, I would want to eat sushi.  

にほんに いったら、すしを たべたいです。

（Plain from-Past)



時間が なかったら、

If I do not have time, I will not go to the cinema.  

えいがに いきません。

I do not have time.  

時間が ありません。

If I do not have time.  

時間が なかったら Nakatta form + ら

(Plain form-past/Negative)



win (lottery)

go 

look

become

take

Ta-form / Verb

lose

can fly
read

fly

can read

いきます いった

みます みた

なります なった

なくします なくした

あたります

とります

あたった

とった

とびます

よみます

とんだ

よんだ

Masu-form Ta-form

とべます とべた

よめます よめた



fine weather 

hot

cold

impossible

no one at home

I-Adjective

free 

あついです あつかった

さむいです さむかった

むりです むりだった

ひまです ひまだった

はれです

るすです

はれだった

るすだった

Masu-form Ta-form

Na-Adjective

Noun-Adjective



There is…-Non animated object 

There is …

あります あった

Masu-form Ta-form

There is…-Animated object 

います いた

Masu-form Ta-form



win (lottery)

go 

look

become

take

Nakatta-form 

lose

can read

can fly

いかない いかなかった

みない みなかった

ならない ならなかった

なくさない なくさなかった

あたらない

とらない

あらなかった

とらなかった

とべない

よめない

とべなかった

よめなかった

Nai-form Negative/Ta-form



fine weather 

hot

cold

impossible

no one at home

I-Adjective

free 

あつくない あつくなかった

さむくない さむくなかった

むりではない むりではなかった

ひまではない ひまではなかった

はれではない

るすではない

はれではなかった

るすではなかった

Nai-form Negative/Ta-form

Na-Adjective

Noun-Adjective



There is…-Non animated object 

There is not…

ない なかった

Nai-form Negative/Ta-form

There is…-Animated object 

いない いなかった

Nai-form Negative/Ta-form



やす いちねん

休みが 一年 あります

Hypothetical statement

やす いちねん

休みが 一年 あったら、

If I had a holiday for one year,

I have a holiday for one year

やす いちねん

休みが 一年 あったら、
なに

何をしますか。

What would you do, if you had a holiday for one year?



Hypothetical statement

1. You won the lottery 

Question 

2. You could fly in the sky 

what would you buy? 

where would you go? 

3. You couldn’t read kanji whom you would ask to? 

4. You had free time tomorrow 
what would you do? 

5. Your salary became half what would you do? 

what would you do? 
6. The profit collapsed by 50%

(you are a Sale manager)


