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桑港学園 中級２ 太田 
 

Oral Production Practice 2 (Lesson 6) 

 

Instructions:  Say the following out loud in Japanese.  (Check the answer key on page 2.) 

 

1. Please don’t sleep in class. 

 

2. Please don’t use my computer.  I’ll have a Skype call from my friend in Japan. 

 

3. I don’t have a seal. —In that case, your signature will do. 

 

4. What happened? —(My score of) the exam was not very good. 

 

5. Please write your name and put your seal here. 

 

6. How’s your new apartment? — It’s a little inconvenient, but quiet and clean. 

 

7. What happened? —I don’t have homework this week. 

 

8. How was the weather in Tokyo? —It wasn’t very good. 

 

9. Please put the baggage not here, but over there. 

 

10. I’ll make a phone call to Soko Gakuen. 

 

11. I made a phone call at the library. 

 

12. Excuse me, will English do as well?  

 

13. Excuse me, can you show me how to use this washing machine? 

 

14. I’m not sure how to make okonomiyaki…. 

 

15. Why didn’t you deliver this? —I went to the office yesterday, but Mike wasn’t there. 

 

16. I’m not Japanese but American. 

 

17. How’s this vacuum cleaner? —It’s small and convenient. 

 

18. Why do you like Golden Gate Park? —It’s spacious and clean. 



 2 

桑港学園 中級２ 太田 
Oral Production Practice 2 (Lesson 6) Answer Key 

1. Please don’t sleep in class. 

クラスでねないでください。 

2. Please don’t use my computer.  I’ll have a Skype call from my friend in Japan. 

わたしのコンピューターをつかわないでください。にほんのともだちから、スカイプの

でんわがあるんです。 

3. I don’t have a seal. —In that case, your signature will do. 

はんこは ないんですけど。―じゃ、サインで いいです。 

4. What happened? —(My score of) the exam was not very good. 

どうしたんですか。―しけんがあまりよくなかったんです。 

5. Please write your name and put your seal here. 

ここに なまえを かいて、はんこを おしてください。 

6. How’s your new apartment? — It’s a little inconvenient, but quiet and clean. 

あたらしいアパートはどうですか。―ちょっとふべんですが、しずかできれいです。 

7. What happened? —I don’t have homework this week. 

どうしたんですか。―こんしゅうはしゅくだいがないんです。 

8. How was the weather in Tokyo? —It wasn’t very good. 

とうきょうのてんきはどうでしたか。―あまりよくありませんでした。 

9. Please put the baggage not here, but over there. 

ここじゃなくて、あそこににもつをおいてください。 

10. I’ll make a phone call to Soko Gakuen. 

そうこうがくえんにでんわをかけます。 

11. I made a phone call at the library. 

としょかんででんわをかけました。 

12. Excuse me, will English do as well?  

すみません。えいごで(も)いいですか。 

13. Excuse me, can you show me how to use this washing machine? 

すみません。このせんたくきのつかいかたをおしえてください。 

14. I’m not sure how to make okonomiyaki…. 

おこのみやきのつくりかたが、わからないんですけど。 

15. Why didn’t you deliver this? —I went to the office yesterday, but Mike wasn’t there. 

どうしてこれをとどけなかったんですか。―きのうじむしつにいったんですけど、マイ

クさんがいなかったんです。 

16. I’m not Japanese but American. 

にほんじんじゃなくて、アメリカじんです。 

17. How’s this vacuum cleaner? —It’s small and convenient. 

このそうじきはどうですか。―ちいさくてべんりです。 

18. Why do you like Golden Gate Park? —It’s spacious and clean. 

どうしてゴールデンゲートパークがすきなんですか。―ひろくてきれいですから。 


