
⽇日本語２１１ 
１１⽉月２７⽇日（⽕火曜⽇日）
Temporal Conditional:  〜～時（とき） 
〜～てすみませんでした。



オーラルインタビュー

¤ 来週：⽉月・⽔水・（⽊木）・⾦金金 

¤ ⼀一⼈人 　７〜～８分 

¤ Grade: 
¤  Comprehension/Production 
¤  Grading Criteria (on Moodle) 

¤ Q/A 
¤ 先⽣生がしつもんする。 
¤ 先⽣生にしつもんする。 

¤ One minute speech(冬休みのよてい）…revise the one 
you made for oral essay for a one-min. speech 

¤ しつもんのサンプル(on Moodle)



Nounの前（に）、Nounの後（で・に）	

じゅぎょうの前＝before a class 

   noun の　前	

じゅぎょうの後（あと）＝after a class 

　 noun の　後	
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日本語で言って下さい。	

¤ Before the meal  	

¤ After work   	

¤ Before travelling  	

¤ After class   	

¤ After the exam  	

¤ After (taking) a bath  	
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ごはんの前　or 　しょくじの前

仕事の後

旅行の前

じゅぎょうの後

しけんの後

おふろの後



¤ アルバイトの時 （Noun + の  + 時）
¤ しずかな時  （なadj + 時）
¤ うれしい時 （いadj + 時）
¤ Negative 

¤ アルバイトじゃない時
¤ しずかじゃない時
¤ うれしくない時

Expressing occasion, using 時(when~) 



¤ In describing the past event, it is not 
necessary to use the past tense when 
using 時  with nouns and adjectives. 

¤ 学⽣生の時、よく旅⾏行行をしました。

¤ ひまな時、映画を⾒見見ました。

¤ いそがしい時、あまりでかけませんでした。

〜～時



¤ Verb plain/short + 時
¤ 本を読む時、めがねをかけます。
¤ 買いものをしている時、友だちに会い
ました。

¤ これはハワイに⾏行行った時に買いました。

When Ving, …



¤ Present Tense + 時 
¤ At the time Ving not 

completes, … 
¤ =Before Ving completes 
¤ 家を出る時、電話をかけます。
¤ ⽇日本に⾏行行く時、カメラを買います。 
 
 

Tense Form in ~時



¤ Past  Tense  +  時
¤ At  the  time  Ving  completed,  …
¤ =After  Ving  completed
¤ 家を出た時、電話をかけます。
¤ ⽇日本に⾏行行った時、カメラを買います。

Tense Form in ~時



ドライブに⾏行行った時、こうつうじこにあいました。
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〜～時、、、、

ドライブに⾏行行く
こうつうじこにあう



〜～時、、、、

パーティーに⾏行行く時、プレゼントを買いました。

プレゼントを買う
パーティーに⾏行行く



〜～時、、、、

ハワイに⾏行行った時、何もしませんでした。

ハワイに⾏行行く 何もしない



〜～時、、、、

ハワイに⾏行行く時、みずぎを買いました。

ハワイに⾏行行く ⽔水着を買う

どの⽔水着(みずぎ)
にしようかな…



〜～時、、、、

バスに乗った時、ゆうめいな⼈人に会いました。

ボク、ゆうめい
な⼈人



〜～て、すみません／ごめん

¤ 〜～てform= cause (with a statement 
of its (inevitable) effect) 
¤ 寒くて、ねれませんでした。 
¤ 朝ねぼうして、バスに乗り遅れました。 

¤ When the statement of effect 
represents something unexpected/
unusual → 　×〜～て 
¤ ×みちにまよって、たのしかったです。 
¤ ×あたたかくて、かなしかったです。 



〜～て、すみません／ごめん

¤ Apologizing in Japanese（⽇日本語であやまる） 
¤ すみません（すいません） 

¤ ごめんなさい（ごめん） 

¤ もうしわけありません（もうしわけない） 

¤ 悪い・悪いね（わりい／わりいね） 

¤ 本当に 　to emphasize 

 



When you are about to disturb 
someone

¤ ごめん。 
¤ 悪かった 
¤ すみません／すいませんでした 
¤ もうしわけない／もうしわけありません 

¤ しつれいします 
¤ You are about to do something that might disturb 

the other (cannot be an apology) 
¤ しつれいしました 

¤ You did something that might have disturbed the 
other (can be an apology) 



We are 
late…

We did not 
turn in 

homework…

We slept 
during the 

class…

We did not 
keep 

promise…

We are 
stingy…

We did not 
come pick 
you up…

⽇日本語であやまって下さい。



We are late…
おそくなってごめ

ん！



やくそくまも
らなくて、す
みません。

We did not keep 
promise…



むかえにこな
くて、もうし
わけありませ

ん…
We did not come 

pick you up…



しゅくだいを出
さなくて、本当
にごめんなさい。

We did not turn in 
homework…



We slept during 
the class…

授業中に寝て、
本当にすみま
せんでした。



⼩小テスト


