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Tervehdysten vaihtoa: こんにちは。こんばんは。
 はじめまして。…….です。どうぞ よろしく。
 おげんきですか。はい、げんきです。…さんは？
Haastattelun aloituksen luvan kysyminen:
すみませんが、ちょっと （ご）りょこう について
きいても いいですか。（ちょっと ききたいんですが、…）
いいですか。（よろしいですか。）
Minne menit? どこへ いきましたか。どちらに いきましたか。
Milloin menit?

いつ

何年

なんねん（に）

何月

なんがつ（に）

何日

なんにち（に）

いきましたか。2018 ねん

ですか。

何曜日 なんようび（に）
きょねん、ことし、おととし
Miten menit?

どうやって

いきましたか。（なにで）

ひこうき（で）
でんしゃ（で）、しんかんせん（で）
くるま（で）、オートバイ（で）
じてんしゃ（で）
あるいて
Kenen kanssa menit?

だれと

いきましたか。

かぞく（と）（はは、ちち、おっと、つま、あに、あね、いもうと）
ともだち（と）（ガールフレンド、かれし、かいしゃのひと）
Kuinka kauan viivyit siellä? どのぐらい

いましたか。

いちにち、ふつか（かん）、みっか（かん）、よっか（かん）．．
いっしゅうかん、にしゅうかん、さんしゅうかん．．
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いっかげつ（かん）、にかげつ（かん）．．
いちねん（かん）、にねん（かん）．．
Missä olitte yötä?

どこに

とまりましたか。

（とまる、とまります、とまって）
Minkälainen hotelli? ホテルはどうでしたか。どんなホテルでしたか。
おおきい、ちいさい、ひろい、せまい、たかい、やすい、．．
ホテル、りょかん、みんしゅく、．．
ウィークリー・マンション、アパートメントホテル、．．
がいこくじんハウス、．．
サマーハウス、リゾート、キャンプじょう、テント、．．
キャンピングカー、キャンピングトレイラー、．．
ホテルに プールが
ホテルのへやに

ありましたか。

（シャワー、バス、たたみ）が

ホテルは えきに / うみに
ホテルは まちの
ホテルルームは

ありましたか。

ちかかったですか。

ちゅうしんに（まちの

まんなかに）ありましたか。

なんがいに ありましたか。

いっかい、にかい、さんがい、よんかい、ごかい、．．
Mitä teitte siellä?

どんな

ことを

しましたか。なにを

しましたか。

クロスカントリースキーしました。

maastohiihto

スキーしました。（する、します、して）

laskettelu

スケートしました。（する、します、して）

luistelu

サイクリングしました。

pyöräily

うまに のりました。（のる、のります、のって）

ratsastus

およぎました（およぐ、およぎます、およいで）

uinti
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にっこうよくを

しました

auringonotto

ウィンドサーフィンしました。

purjelautailu

やまに のぼりました（のぼる、のぼります、のぼって）

vuorikiipeily

トレッキングに
ハイキングに

いきました

mennä vaeltamaan

いきました

ウォーキングを

mennä retkelle

しました

kävely, retkeily kävellen

ノルディックウォーキングをします（にいきます）

sauvakävely

ドライブに

いきました（いく、いきます、いって）

いろいろな

ばしょを

おんせんに

はいりました（はいる、はいります、はいって）

mennä autoajelulle

みました（みる、みます、みて）

ばしょ= paikka

やすみました（やすむ、やすみます、やすんで）
~が

たのしめる（たのしめる、たのしめます）

かいすいよくを

たのしめました

kyetä nauttimaan jstk.

kyetä nauttimaan meressä uimisesta

きれいな ながめを

たのしめました

おもしろい

ひとに

あいました（あう、あいます、あって）tavata,” törmätä”

おもしろい

ものを

みました

kyetä nauttimaan hienoista maisemista

~（を）けんぶつしました
おいしい りょうりを

たべました

Minkälaisia ruokia söitte?

どんな

Minkälainen oli sää matkallasi?

りょうりを

てんきは

たべましたか。

どうでしたか。

さむい、さむくない、さむかった、さむくなかった
すずしい、すずしくない、すずしかった、すずしくなかった
あたたかい、あたたかくない、あたたかかった、あたたかくなかった
あつい、あつくない、あつかった、あつくなかった
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あめ

でした

あめが

ふりました（ふる、ふります、ふって）

ゆき

でした

ゆきが

ふりました

かぜがつよかった

かぜがふいていました（ふく、ふきます、ふいて）

はれ

はれていました

でした

くもり でした

くもっていました

Minkälainen matka oli? りょこうは

どうでしたか

たのしかった（たのしい、たのしくない、．、たのしくなかった）
おもしろかった（おもしろい、おもしろくない、．、おもしろくなかった）
いそがしかった（いそがしい、いそがしくない、．、いそがしくなかった）
たいへん つかれました
Haluatko mennä sinne uudestaan? また
はい、ぜひ

また

いきたい

ですか。

いきたいです。Kyllä, ilomielin haluaisin mennä.

そこへは、もう あまり いきたくないです。En halua niinkään enää mennä sinne.
いつも いきたかったです。Olin aina halunnut mennä sinne.
ほんとうは いきたくなかったです。En oikeastaan halunnut mennä sinne.
Pieniä sanoja keskustelua varten:
．．．は どうでしたか。

Minkälaista oli ．．．?

わかりました。

Selvä.

いいですね。

Hienoa!

ほんとうですか。

Ihan totta?

そうですか。そう。

Niinkö?

はあ。ほう。

Ahaa!

すごい。

Erityisen hienoa, ihmeellistä (puhek.)

そうですね。

Ollessasi samaa mieltä: Niinpä!

はい。ええ。

1.Juuri. Niin. Kuuntelen. 2.Niinpä. Kyllä.

