
日本語２１３	  
６月４日（火）	 
期末試験について	  
復習（聴解）	  
Course	  Evalua,on	 



期末試験(Final	  Exam)	 
•  今週の土曜日（６月８日）	  
•  午前８時３０分〜１０時２０分	  
•  SAV	  260	  
•  Listening	  Comprehension/Kanji	  sec,on	  …	  will	  be	  collected	  
when	  listening	  comprehension	  is	  over	  	  

•  Listening	  comprehension	  will	  start	  at	  around	  9:00	  
•  Mul,ple	  Choice	  
•  True/False	  
•  Kanji	  from	  Ch.	  21-‐23	  (読み、書き、意味）	  

•  Reading	  Comprehension/Grammar	  	  
•  Mul,ple	  Choice	  
•  True/False	  
•  Fill	  in	  the	  blanks	  



If	  you	  are	  taking	  311	  (or	  334)	 
•  Must	  have	  a	  2.0	  or	  higher	  in	  213	  
•  Review	  grammar,	  Kanji,	  vocabulary	  thoroughly	  
•  Find	  a	  study	  buddy/group,	  language	  exchange	  partner	  

•  Even	  if	  you	  are	  not	  con,nuing…	  
•  Keep	  up	  with	  things	  related	  to	  Japan	  
•  Travel,	  study	  abroad,	  work	  in	  Japan	  
•  Host	  exchange	  students	  
•  Look	  for	  opportuni,es	  to	  use	  Japanese	  

•  Come	  back	  to	  Japanese	  class	  when	  you	  have	  ,me!	 



For	  Grade	  Questions	 
•  Grades	  are	  due	  by	  Tuesday	  6/11.	  
•  Any	  ques,ons	  about	  your	  grade	  should	  be	  directed	  to	  me,	  not	  
your	  TAs.	  

•  Unless	  you	  will	  be	  (permanently)	  out	  of	  town,	  contact	  me	  in	  
person	  during	  (or	  aZer)	  summer	  quarter	  

•  Grade	  inquiries	  via	  e-‐mail	  are	  generally	  avoided.	  
•  Please	  note:	  
•  An	  I(ncomplete)	  is	  granted	  only	  if	  your	  performance	  up	  to	  the	  
final	  is	  sa,sfactory.	  

•  An	  I	  must	  be	  converted	  into	  a	  passing	  grade	  by	  the	  end	  of	  
Autumn	  quarter.	  

•  An	  S(a,sfactory)	  grade	  is	  automa,cally	  converted	  from	  a	  2.0	  or	  
higher	  and	  not	  done	  from	  the	  instructor.	  



正しいフォームをえらんでください。	 
1.	  山田さんにうで時計を＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。	  

a.	  ほしいです　　b.	  ほしがっています　　c.	  買ってくれたいです	  
　d.	  買ってもらいたいです　　 	  e.	  	  買われたいです	  
2.	  	  時間がないので、友達に買い物に＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。	  
　a.	  行かせてくれます　　b.	  行かせてもらいます 	  c.	  行ってもらいます	  
	  	  	  	  d.	  行ってくれます　　　e.	  行ってほしがっています	  
3.	  私はおさらを洗うのがきらいなので、子供に＿＿＿＿＿＿＿＿＿。	  
　a.	  あらってあげます　　b.	  あらわせてあげます　c.	  あらわせられます	  	  
	  	  	  	  d.	  あらわせてもらいます　　	  e.	  あらわせます	  
4.	  先生、しゅうしょくしたいので、すいせんじょうを＿＿＿＿＿か？	  
	  	  	  	  	  a.	  書かせていただけません 	  b.	  書かされていただけません 	  	  
	  	  	  	  	  c.	  書いてもいいです　	 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  d.	  書いていただけません 	  	  
	  	  	  	  	  e.	  書かされていただけません	  
5.	  先生、今日はちょっとあたまがいたいから、早く家に＿＿＿＿＿か？	  
	  	  	  	  	  a.	  帰らせていただけません 	  b.	  帰っていただけません 	  	  
	  	  	  	  	  c.	  帰られません 	   	  d.	  帰らせてあげません 	   	  	  
	  	  	  	  	  e.	  帰らされていただけません	  
	  



だれがしましたか。	 

7.	  田中さんに手紙を書いてもらおうと思っています。　 	  	  
（a.	  私　　 	  b.	  田中さん）が書きます。	  
8.	  	  山田さんは山下さんにレポートを書かせられました。 	  	  
（a.	  山田さん　 	  b.	  山下さん）が書きました。	  
9.	  	  友達に写真をとってもらいました。 	   	   	  

	  （a.	  友達　　 	  b.	  私）がとりました。　　　	  
10.	  	  ひしょ（secretary）が電話を使わせてくれるそうです。

	  （a.	  ひしょ　　 	  b.	  私）が使います。	  
11.	  	  友達に悪口を言われました。　　 	   	   	  

	  （a.	  友達　　 	  b.	  私）が悪口を言います。	  
12	  	  田中さんは山下さんに使い方を説明してもらいたがっていま
す。（a.	  田中さん　　b.	  山下さん）が説明します。	  
13.	  	  かちょう、コピーを取らせていただきたいんですが。	  	  	  

	  （　a.	  かちょう　　b.	  私　）がコピーを取る。	  



どれがいいですか？	  
a.	  が	  b.	  を	  c.	  で	  d.	  に	 e.	  	  から	  f.も	 
14.	  	  昨日、外であそんでいたんですが、雨＿＿＿ふられて
しまいました。	  
15.	  	  すしがきらいですから、きのうのパーティーで一つ＿
食べませんでした。	  
16/17.	  	  友達(16)＿＿＿ケーキ(17)＿＿＿＿食べられちゃっ
たんです。	  
18/19.	  	  部長(18)＿＿＿私(19)＿＿＿＿アメリカにしゅっ
ちょうさせて下さったんです。	  
20/21.	  	  弟(20)＿＿＿先生(21)＿＿＿＿ご説明させていただ
いたんです。	  
22.	  	  妹は、友達＿＿＿（circle	  2	  possible	  answers)プレゼント
をもらって、よろこんでいます。	  
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