
⽇日本語２１３ 
５⽉月２３⽇日（⽊木）

オーラルインタビューについて 

ふくしゅう 

⽂文法⼩小テスト



オーラルインタビュー

¤  6⽉月3⽇日（⽉月）、6⽉月5⽇日（⽔水）、６⽉月7⽇日（⾦金金） 

¤  3 main components 

¤  Describing what you/your life might be like in the future.  Your 
instructor will ask questions related to hypothetical contexts 

¤  As a parent, discuss what kind of things you will let your 
child(ren) do and make them do 

¤  As a boss of a company, what kind of things you will let/
make your subordinates do 

¤  Discuss what kind of person you want to be 

¤  Describing your daily life 

¤  Answer the questions about your daily life, particularly 
about your habits, rules, and/or something you are making 
effort to accomplish 

¤  One min. speech:  「⼦子供の時にさせられたこと」



オーラルインタビュー

¤ せいせき 
¤  Forms 

¤  Pronunciation, Expressions and Sentence 
Structures appropriate enough to communicate 
in Japanese 

¤ Communication 
¤  Expanding ideas, carrying out a self-sustained 

conversation including appropriately responding 
to the questions and requesting information 

¤ One-minute speech 
¤ Appropriate topic 

¤  Preparedness 



マドンナ？

「ずっと好きだった」での意味

みんなが好きな、きれいな⼥女女の⼈人



「ずっと好きだった」

¤ このまちを歩けば 

¤ よみがえる１６歳 

¤ 教科書のらくがきは 

¤ ギターの絵ときみの顔 

¤ おれたちのマドンナ 

¤ いたずらでこまらせた 

¤ なつかしいその声 

¤ くすぐったい⻘青い春



ふくしゅう：how to V

¤ たけしさんが歩く 
¤ たけしさんの歩き⽅方 

¤ この漢字を読む 
¤ この漢字の読み⽅方 

¤ ここから駅まで⾏行行く 
¤ ここからの駅までの⾏行行き⽅方 

¤ ⽇日本で英語を教える 
¤ ⽇日本での英語の教え⽅方 

¤ 友だちと話す 
¤ 友だちとの話し⽅方 



ふくしゅう

¤ I did not know how to place an order at this 
restaurant so I had Mary-san teach me. 
¤ このレストランでの注⽂文のし⽅方がわからなかった
ので、メリーさんに教えてもらいました。 

¤ Do you know how to get home from here?   
¤ ここからの家への帰り⽅方がわかりますか？ 

¤ The way of finding a job in Japan is different 
from that of America. 
¤ ⽇日本でのしゅうしょくのしかたは、アメリカ(の)
と違います。



⽇日本語で何と⾔言いますか？

¤ Since my stomach hurts, I decided to go see a 
doctor. 
¤ おなかをこわしたので、医者に⾏行行くことにしました。 

¤ Even if someone makes a fool of me, I decided not 
to get angry.   
¤ バカにされても、怒怒らないことにしました。 

¤  I made a habit of leaving things alone even if my 
parents complained about me. 
¤ 両親にもんくをいわれても、ほうっておくことにし
ています。 

¤ Until I was made to quit the job, I did not notice my 
mistakes. 
¤ 仕事をやめさせられるまで、⾃自分の間違いに気がつ
きませんでした。 



どのParticleがいいですか？

¤ たけしさんは、両親(        )留留守番(         )させ
られました。 
“Takeshi was made to look after the house by his parents (while 
they are away).” 

¤ メアリーさんは、先⽣生(        )コピー(        )取
らせてもらいました。 
“Mary was permitted to make copies by the teacher.” 

¤ はなちゃんは、両親(       )ほうっておかれまし
た。 
“Hana was left alone by her parents.” 

¤ 先ぱいは、後はい(       )、ゴミ(       )ひろわせ
ました。 
“Senior classmates made junior classmates pick up trash.” 
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どのフォームがいいですか？

¤ ⾬雨が（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　）、待ちましょう。 
“Until rain stops, let’s wait.” 

¤ メリーさんは、悪⼝口を（ 　 　 　 　 　 　 　 　）、怒怒り
ません。 
“Even if someone talk behind her back, Mary-san does not get 
upset.” 

¤ くすりを（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　）、まだいたいんで
す。 
“I took medicine, but it still hurts.” 

¤ メリーさんが海外旅⾏行行を（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　）に、
たけしさんがもどって来ました。 
“While Mary-san is taking a trip abroad, Takeshi-san returned.” 

やむまで

⾔言われても

飲んだのに

している間


