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日本語101 Genki Final Exam (Practice Questions)
Fall 2016 (printed on: November 23, 2016)

Instructor 　　　　　　　　　　　　　　　

Section 　　　　　　　　　　　　　　　

Your Name: Score: /100

Your e-mail:

1 Part I: Particles & Useful Expressions [ /30]

Choose an appropriate answer to fill in the blank. [1 point each; xx points total]

(1) a: すみません。いまなんじですか。
b: ええっと...にじはんです 。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(2) いすのうえ ねこがいます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(3) アパート かえります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(4) だいがく しゅくだいをします。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(5) マクドナルド コーラ のみました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle
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(6) ともだち コーヒーをのみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(7) a: やまださんのアパートはきれいです 。
b: ええ、そうですね。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(8) しゅうまつ、プール およぎます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(9) きのした ねこがいます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(10) まいにち シャワー あびます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(11) じゅうじはん ねます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(12) まいあさあさごはん たべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(13) じてんしゃ がっこうにいきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(14) マクドナルド コーラ のみました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(15) あしたせんせい うち パーティーがあります。
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1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(16) デパート あおい ドレスをかいました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(17) ベッドのうえ ねこがいます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(18) きのうともだち えいがをみました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(19) きょうはうち かえりません。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(20) もくようびには、Bビル 、クラスがあります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(21) まいにち、ベット ねます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(22) かようび もくようびはにほんごをべんきょうします。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(23) まいしゅう、いちじ ひるごはんをたべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(24) にちようびは、ともだち 、テレビをみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle
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(25) としょかん べんきょうします。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(26) ラガーディアだいがく いきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(27) ときどきピザ たべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(28) わたしのともだちはニューヨーク きます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(29) うち ごはんをたべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(30) スターバックス コーヒーをのみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(31) スターバックス いきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(32) まいにちだいがく いきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(33) まいにちにじ うち かえります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(34) ときどき だいがく きます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle
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(35) ノート ペンがあります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(36) つくえ いすがあります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(37) いぬ ねこがいます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(38) にほんごのほん よみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(39) たかいすし たべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(40) ゆうびんきょく いきます。1

1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(41) わたしは、うち かえります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(42) わたしは、うち ねます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(43) たなかさんは、いつもクラス きます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

1ゆうびんきょく = post office
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(44) たなかさんは、しゅくだい します。2

1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(45) こんばんは、テレビ みます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(46) カフェ コーヒー のみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(47) がっこう べんきょう します。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(48) としょかん にほんご べんきょう します。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(49) ゆうめいなレストラン ごはんをたべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(50) a: いまなんじですか。
b: えっと、さんじです 。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(51) a: どようび どこにいきましたか。
b: たなかさん りょうにいきました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(52) a: すてきなかばんです 。
b: ありがとう。

2しゅくだい = homework
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1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(53) わたしは、まいあさ せんたく します。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(54) たなかさん スミスさんは、パーティ ピザ たべました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(55) あのちゃいろいたてものは、さとうさん うちですよ。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(56) このけしゴムは、わたし です。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(57) き した いぬがいます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(58) リさん: どようび クラスがありますか。
たなかさん: いいえ、ありません。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(59) わたしはまいにちにほんご べんきょうします。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(60) あのう、すみません.... このビルはニューヨークタイムズです 。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(61) スミスさん。そのほんは、わたし ほんですか。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle
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(62) リーさんは、まいしゅう にちようび りょうりをします。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(63) スミスさんは、バス きっさてん いきました。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(64) あのくろいのは、さとうさん かばんですか。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(65) りゅうがくせいセンター3 メール かきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(66) き した おちゃ のみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(67) やまださんは、まいあさ ろくじ おきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(68) まいばん うち かえります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(69) a: あれは、だれ かばんですか。
b: あ、あのあかいのです ？あれは、たなかさん ですよ。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(70) ハナモンタナのコンサート いきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

3りゅうがくせいセンター: International student center
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(71) にちようび そうじ します。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(72) どようび ママにでんわします。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(73) ともだち えいがをみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(74) a: ポンドさんはだいがくいんせいです 。
b: いいえ、いちねんせいです 。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(75) a: なっとうって、なんです 。
b: ”なっとう”は、”Fermented Soybeans”です 。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(76) a: あのいぬは、かわいいです 。
b: かわいいです 。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(77) へいけものがたり4 よみます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(78) チョコ たべます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

4へいけものがたり =The Tale of Heike
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(79) わたし せんこうは、かがくです。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(80) わたしはチョコ コーヒーだいすきです。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(81) コロラドからニューヨークまでくるま どのぐらいかかりますか。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(82) まいにち、にほんごのしゅくだい します。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(83) いぬのとなり はながあります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(84) ごごろくじ うち かえります。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(85) ごぜんろくじ おきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(86) なんじ ねますか。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(87) メール かきます。
1. で 2. に 3. も 4. と 5. ね 6. よ 7. か 8. の 9. を ϕ. No particle

(88) はじめまして。 。
1. ありがとう 2. さようなら 3. どうぞよろしく 4. いただきます
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(89) おはよう 。
1. ございます 2. です 3. ます 4. あります

(90) せんこうは です。
1. アメリカじん 2. にほんご 3. おおきい 4. だいがくせい

(91) がっこうに 。
1. です 2. いきます 3. ねます 4. べんきょうします

(92) クラスが 。
1. です 2. ます 3. べんきょうします 4. あります

(93) うちに 。
1. ねます 2. がくせいです 3. あさごはんをたべます 4. かえります

(94) をのみます。
1. コーヒー 2. しんぶん 3. テレビ 4. アニメ

(95) をよみます。
1. クラス 2. としょかん 3. ほん 4. すし

(96) きのうのばん、にくを 。
1. のみました 2. よみました 3. たべました 4. はなしました

(97) きのうは、ともだちと
てにす

テニスを 。
1. します 2. きます 3. しました 4. きました

(98)
らがーでぃあ

ラガーディアだいがくのまえに、 があります。
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1. こうえん 2.
でぱーと

デパート 3.
せぶんいれぶん

セブンイレブン 4. としょかん

(99) をたべます。
1. ピザ 2. うち 3. つくえ 4. くつ

(100) をみます。
1. すし 2. かばん 3. アニメ 4. コーヒー

(101) であさごはんをたべます。
1. ごはん 2. おちゃ 3. レストラン 4. コーヒー

(102) でしゅくだいをします。
1. としょかん 2. ハンバーガー 3. いぬ 4. かばん

(103) にほんのカフェで、 コーヒーをのみます。
1. ときどき 2. ぜんぜん 3. あまり 4. おちゃ

(104) ぜんぜんがっこうに 。
1. いきます 2. いきません 3. べんきょうします 4. べんきょうしません

(105) きのうがっこうに 。
1. べんきょうします 2. べんきょうしました 3. いきます 4. いきました

(106) きのうコーヒーを 。
1. たべます 2. たべました 3. のみます 4. のみました

(107) いぬは、ベッドのとなりに 。
1. です 2. あります 3. ます 4. います
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(108) ねこは、ベッドの にいます。
1. となり 2. うち 3. で 4. に

(109) つくえのうえ ねこがいます。
1. が 2. で 3. も 4. に

Tomonori Nagano
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2 Part II: Translation [ /24]

Translate the following into Japanese. [4 points each; 24 points total]

(110) Nice to meet you (when you start your self-introduction)
(111) I’m Takeshi.
(112) Good morning.
(113) Hello.
(114) Good evening.
(115) Excuse me.
(116) Good bye.
(117) Thank you.
(118) I’m sorry.
(119) Please listen.
(120) Please write.
(121) Please read.
(122) Please say.
(123) Please say it slowly.
(124) Did you understand?
(125) Yes, I understood.
(126) No, I didn’t understand.
(127) I am majoring in Japanese.
(128) I am majoring in Business.
(129) 470 (in hiragana)
(130) 853 (in hiragana)
(131) 1,300 (in hiragana)
(132) 17,000 (in hiragana)
(133) 3,612 (in hiragana)
(134) 1,598 (in hiragana)
(135) 46,900 (in hiragana)
(136) 90,210 (in hiragana)
(137) I go to school.
(138) I have class.
(139) I go home.
(140) I drink coffee.
(141) I read a book.
(142) I wake up.

Tomonori Nagano
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(143) I go to bed.
(144) I eat sushi.
(145) I eat breakfast.
(146) I eat lunch.
(147) I eat dinner.
(148) I drink coffee.
(149) I drink sake.
(150) I study Japanese.
(151) I speak Japanese.
(152) I write Japanese.
(153) I meet with my friend.
(154) I understand Japanese.
(155) I buy shoes.
(156) I take photos.
(157) I watch TV.
(158) I wake up at home.
(159) I eat breakfast at home.
(160) I eat lunch at a restaurant.
(161) I read a book at school.
(162) I sometimes drink coffee at Japanese café.
(163) I read a book in the library.
(164) I have class at 1pm.
(165) I go to bed at 11pm.
(166) On Monday, I often go to the park.
(167) I never drink sake.
(168) I sometimes watch TV.
(169) I take photos at a Japanese temple.
(170) I eat sushi at a Japanese restaurant with my friend on Tuesday.
(171) I study Japanese on Monday and Thursday with my friends.
(172) I rarely do shopping at a department store.
(173) I always e-mail my parents.
(174) I do not go to school.
(175) I do not have class.
(176) I do not go home.
(177) I do not drink coffee.
(178) I do not read a book.
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(179) I do not wake up.
(180) I do not go to bed.
(181) I do not eat sushi.
(182) I do not eat breakfast.
(183) I do not eat lunch.
(184) I do not eat dinner.
(185) I do not drink coffee.
(186) I do not drink sake.
(187) I do not study Japanese.
(188) I do not speak Japanese.
(189) I do not write Japanese.
(190) I do not meet with my friend.
(191) I do not understand Japanese.
(192) I do not buy shoes.
(193) I do not take photos.
(194) I do not watch TV.
(195) I woke up at home.
(196) I ate breakfast at home.
(197) I ate lunch at a restaurant.
(198) I read a book at school yesterday.
(199) I sometimes drank coffee at Japanese café.
(200) I read a book in the library yesterday.
(201) I had class at 1pm.
(202) I went to bed at 11pm.
(203) On Monday, I often went to the park.
(204) I never drank sake.
(205) I sometimes watch TV.
(206) I took photos at a Japanese temple.
(207) I ate sushi at a Japanese restaurant with my friend on Tuesday.
(208) I studied Japanese on Monday and Thursday with my friends.
(209) I rarely did shopping at a department store.
(210) I always e-mailed my parents.
(211) I went to school yesterday.
(212) I had class yesterday.
(213) I went home yesterday.
(214) I drank coffee yesterday.
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(215) I read a book yesterday.
(216) I woke up yesterday.
(217) I went to bed yesterday.
(218) I ate breakfast yesterday.
(219) I ate lunch yesterday.
(220) I watched TV yesterday.
(221) I ate dinner yesterday.
(222) I went to school at 5am yesterday.
(223) I watched TV in the evening yesterday.
(224) I went to Kinko’s yesterday.
(225) I read Japanese magazines yesterday yesterday.
(226) I ate sushi yesterday.
(227) I did not go to school.
(228) I did not have class.
(229) I did not go home.
(230) I did not drink coffee.
(231) I did not read a book.
(232) I did not wake up.
(233) I did not go to bed.
(234) I did not eat sushi.
(235) I did not eat breakfast.
(236) I did not eat lunch.
(237) I did not eat dinner.
(238) I did not drink coffee.
(239) I did not drink sake.
(240) I did not study Japanese.
(241) I did not speak Japanese.
(242) I did not write Japanese.
(243) I did not meet with my friend.
(244) I did not understand Japanese.
(245) I did not buy shoes.
(246) I did not take photos.
(247) I did not watch TV.
(248) I didn’t go to school yesterday.
(249) I didn’t drink coffee yesterday.
(250) I didn’t do homework yesterday.
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(251) I didn’t study yesterday.
(252) I didn’t watch TV yesterday.
(253) I didn’t eat sushi yesterday.
(254) I go to college at 8 o’clock.
(255) Takeshi ate sushi.
(256) I rarely eat breakfast.
(257) There is an old building.
(258) This house is not clean.
(259) On Tuesday and Friday I go to school.
(260) I go to sleep at 10 o’clock.
(261) I do not go to sleep at 12 o’clock.
(262) I went to sleep at 1 o’clock yesterday.
(263) I did not go to sleep at 11 yesterday.
(264) I often watch TV.
(265) I do not watch TV very often.
(266) This telephone is old.
(267) This is an old telephone.
(268) This telephone is not old.
(269) This apartment is very beautiful.
(270) This is a beautiful apartment.
(271) This apartment is not beautiful at all.
(272) I go home.
(273) I watched movie up at 5 o’clock.
(274) I rarely eat breakfast.
(275) There is an old building.
(276) This home is not nice.
(277) On Tuesday and Friday I go to school.
(278) I go to college at 8 o’clock.
(279) Takeshi ate sushi.
(280) There is a big park in my town5.
(281) I read a book yesterday.
(282) I went to bed (slept) at 2am yesterday.
(283) I rarely eat lunch.
(284) There is a tall building.
(285) This post office is not big.

5town=まち
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(286) On Tuesday and Friday I go to school.
(287) It takes 1 hour from home to college.
(288) It takes about twenty minutes from my home to the park on foot.
(289) There are trees6 in the park.
(290) There are schools in New York7.
(291) There will be a Japanese test next Wednesday8

(292) I studied English for 2 hours.
(293) Takeshi got up around 8 o’clock.
(294) Mary doesn’t watch TV everyday.
(295) Do you do laundry on Sunday?
(296) I wake up everyday at 8:45 am.
(297) Everyday I take the train9 to college.
(298) I always read books.
(299) I never read books.
(300) I sometimes read manga.
(301) I often read manga.
(302) I study Japanese everyday in the library.
(303) I read a newspaper last week.
(304) Takeshi usually swims around 9 o’clock.
(305) Mary doesn’t drink coffee very much.
(306) Did you play a game yesterday?
(307) From Tokyo to Kyoto by train takes 2 hours.
(308) From New York to New Jersey by bus takes 45 minutes.
(309) From my home to school by foot takes 15 minutes.
(310) I eat sushi but do not eat natto10.
(311) I eat ramen but do not eat miso.
(312) On the weekend, I walk to the library.
(313) On Mondays and Thursdays, I study Japanese and English.
(314) The pencil is left of the textbook.
(315) The yellow dog is next to the window.
(316) That blue building is famous.
(317) The white cat is not small.
(318) From home to school, it takes 15 minute by car.

6tree =き
7New York =ニューヨーク
8next Wednesday = next week’s Wednesday
9train=でんしゃ

10natto =なっとう (fermented beans)
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(319) From Queens to Manhattan it takes 20 minutes by train.
(320) The dog is next to the bed.
(321) The cat is next to the big bed.
(322) The small bookcase is next to the closet.
(323) The closet is to the right of the desk.
(324) The chair is under the yellow desk.
(325) The green pencil is on top of the Nakama textbook.
(326) It takes 5 minutes on food from home to the café.
(327) I went to a park near the Hudson River11 by car.
(328) Takeshi always eats rice cake12 in January.
(329) Mary sometimes does laundry on weekends.
(330) Did you drink beer in Yankee Stadium13 yesterday?
(331) This bag is big.
(332) This bag is cheap.
(333) This bag is new.
(334) Today is hot.
(335) Today is busy.
(336) This bag is small.
(337) This movie is fun.
(338) Takeshi is cool.
(339) Takeshi is kindl.
(340) Today is cold.
(341) College is tough.
(342) This bag is old.
(343) This town is clean
(344) Takeshi is energetic.
(345) Takeshi is free (not busy).
(346) Takeshi is quiet.
(347) This not bag is not big.
(348) This not bag is not cheap.
(349) This not bag is not new.
(350) Today is not hot.
(351) Today is not busy.
(352) This not bag is not small.

11Hudson River: ハドソンがわ
12rice cake: もち
13Yankee Stadium: ヤンキースタジアム
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(353) This not movie is not fun.
(354) Takeshi is not cool.
(355) Takeshi is not kindl.
(356) Today is not cold.
(357) College is not tough.
(358) This not bag is not old.
(359) This not town is not clean
(360) Takeshi is not energetic.
(361) Takeshi is not free (not busy).
(362) Takeshi is not quiet.
(363) This bag was big.
(364) This bag was cheap.
(365) This bag was new.
(366) Today was hot.
(367) Today was busy.
(368) This bag was small.
(369) This movie was fun.
(370) Takeshi was cool.
(371) Takeshi was kindl.
(372) Today was cold.
(373) College was tough.
(374) This bag was old.
(375) This town was clean
(376) Takeshi was energetic.
(377) Takeshi was free (not busy).
(378) Takeshi was quiet.
(379) This bag was not big.
(380) This bag was not cheap.
(381) This bag was not new.
(382) Today was not hot.
(383) Today was not busy.
(384) This bag was not small.
(385) This movie was not fun.
(386) Takeshi was not cool.
(387) Takeshi was not kindl.
(388) Today was not cold.
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(389) College was not tough.
(390) This bag was not old.
(391) This town was not clean
(392) Takeshi was not energetic.
(393) Takeshi was not free (not busy).
(394) Takeshi was not quiet.
(395) There is a new movie in the U.S.
(396) There is a cheap14 restaurant in Queens15.

14cheap =やすい (i-adj)
15Queens =クイーンズ
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(397) [AM]

(398) [PM]

(399) [AM]

(400) [PM]

(401) [PM]

(402) [AM]

(403) [PM]

(404) [AM]

Tomonori Nagano
にほんご

日本語101 Genki Final Exam (Practice Questions) 23 of 58



LaGuardia CC - Edu. & Lang. Acquisition Dept. DO NOT REDISTRIBUTE

(405) [PM]

(406) [AM]

(407) [PM]

(408) [PM]
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3 Part III: Reading [ /16]

Read the following and answer the questions. Answer in English. [16 points total]

3.1 A: Passage / Long Conversation
たなかせんせい

田中先生は、
ころな

コロナ
だいがく

大学の
にほんご

日本語の
せんせい

先生です。
ころな

コロナ
だいがく

大学は、
おお

大きい
こうえん

公園の
なか

中に
あります。

だいがく

大学のたてものは、きれいです。としょかんは、りっぱな16たて
ものです。

たなかせんせい

田中先生は、うちから
だいがく

大学まで、いつも
ばす

バスと
ちかてつ

地下鉄17で
き

来ます。
いちじかん

一時間くらいかかります。ひるごはんはたいてい
だいがく

大学の
がくしょく

学食18でたべます。
まいにち

毎日ちかくの
こうえん

公園で、さんぽ19をします。べんきょうも、たいてい
こうえん

公園でしま
す。

きんようび

金曜日の
ばん

晩は、たいてい
まんはったん

マンハッタンにいきます。そこで、よくえいがを
み

見ま
す。

しゅうまつ

週末はたいてい、お
ひる

昼ごろにおきます。
ごご

午後は、よくちかくの
かふぇ

カフェで、ざ
っしを

よ

読みます。まんがもよく
よ

読みます。ときどきちかくの
こうえん

公園で、
さっかー

サッカーも
します。

ばん

晩は、たいてい
いえ

家で
てれび

テレビをみます。
(409) Where is the university located? [2 points]

(410) How does the university look like? [2 points]

(411) How does Prof. Tanaka commute from his home to the university? How long does it take? [2 points]

(412) Where does Prof. Tanaka usually study on weekdays? [2 points]

(413) Describe his weekend activities. List at least two things. [2 points]

——————————————————-

わたし

私は
にほん

日本の
とうきょう

東京から来ました。
わたし

私の
だいがく

大学は、シカゴにあります。
あたら

新しい
だいがく

大学で
す。キャンパス20は大きいです。そして、たかい

たてもの

建物21がたくさんあります。
16りっぱな = splendid
17ちかてつ = subway
18がくしょく = school cafeteria
19さんぽ = a walk
20キャンパス = campus
21たてもの = buildings
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まいにち

毎日、
りゅうがくせい

留学生センター22の
たてもの

建物で
じゅぎょう

授業があります。
がくせいかいかん

学生会館23は
ちゃいろ

茶色い24
たてもの

建物で
す。

がくせいかいかん

学生会館に、
きっさてん

喫茶店があります。
わたし

私は
きっさてん

喫茶店で
ひるごはん

昼ご飯は
た

食べませんが、よく
がくせいかいかん

学生会館の
きっさてん

喫茶店でコーヒーを
の

飲みます。
がくせいかいかん

学生会館に
ゆうびんきょく

郵便局もあります。でも、
ゆうびんきょく

郵便局は
ちい

小さいです。キャンパスに
こうえん

公園があります。
わたし

私は、よく
こうえん

公園で
ほん

本を
よ

読み
ます。

りゅうがくせい

留学生センターで
きんようび

金曜日の
ばん

晩に、ときどき
えいが

映画があります。
わたし

私はよ
く

りゅうがくせい

留学生センターで
えいが

映画を見ます。
わたし

私の
だいがく

大学はいい
だいがく

大学です。
(414) Choose the best answer from a-d. [2 points]

a) Kimura’s university is located in Japan.
b) Kimura’s university is located in Tokyo.
c) Kimura’s university is located in Chicago.
d) Kimura’s university is located in New York.

(415) Choose the best answer from a-d. [2 points]
a) Kimura’s university is old.
b) Kimura’s university is new.
c) Kimura’s university is famous.
d) Kimura’s university is small.

(416) Choose the best answer from a-d. [2 points]
a) The color of the student union building is red.
b) The color of the student union building is white.
c) The color of the student union building is yellow.
d) The color of the student union building is brown.

(417) Choose the best answer from a-d. [2 points]
a) There is only a coffee shop in the student union building.
b) There is only a restaurant in the student union building.
c) There is a coffee shop and a bank in the student union building.
d) There is a coffee shop and a post office in the student union building

(418) Choose the best answer from a-d. [2 points]
a) Kimura always watches a movie at the international student center.
b) Kimura often watches a movie at the international student center.
c) Kimura does not watch a movie very often at the international student center.
d) Kimura never watches a movie at the international student center.

——————————————————-
たなかせんせい

田中先生は、れきしの
せんせい

先生です。
せんせい

先生は、ごぜんしちじごろおきます。たいて
いシャワーをあびます25。でも、

きょう

今日はじかんがありませんでしたから、あび
ませんでした。いつもくじはんごろ

だいがく

大学にいきます。
せんせい

先生はくじよんじゅっ
ぷんに、

さんねんせい

三年生のじゅぎょうがあります。そして、じゅういちじにじゅっぷ
22りゅうがくせいセンター = International Student Center
23がくせいかいかん = Student Union
24ちゃいろい = brown
25シャワーをあびる = take a shower
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んに、
よねんせい

四年生のじゅぎょうがあります。よく、がくしょく26でひるごはんをた
べます。がくしょくは、あたらしいです。さんじぐらいに、

がくせい

学生とサッカー
をします。そして、ごじくらいにうちにかえります。よるは、たいていうちで
ばんごはんをたべます。そして、よるにテレビをよくみます。

せんせい

先生のテレビ
はくろいです。しゅうまつは、よくこうえんで、テニスをします。きのうもと
もだちとテニスをしました。

(419) What time does Prof. Tanaka wake up? [2 points]

(420) When does Prof. Tanaka go to college? [2 points]

(421) What does Prof. Tanaka do at school (at least three things)? [2 points]

(422) How often Prof. Tanaka watch TV? [2 points]

(423) What kind of TV does Prof. Sato have? [2 points]

(424) Where does Prof. Tanaka play tennis? [2 points]

——————————————————-

エリカさんはやまとだいがくのさんねんせいです。せんこうはビジネスです。
まいあさしちじごろおきます。それからシャワーをあびます27。あさごはん
はぜんぜんたべません。げつようびからもくようびまでがっこうにいきます。
たいていくじからビジネスのクラスがあります。ひるごはんはよくがくしょ
く28でやすいランチセットをたべますが、ときどきコンビニでべんとうをか
います。かようびともくようびのいちじはんからえいごのクラスがあります。
すいようびのごごはともだちとテニスをします。きんようびはクラスがあり
ませんが、としょかんでべんきょうします。しゅうまつにうちでテレビをみ
ます。ときどきパソコンでゲームをします。それからしゅくだいをします。に

26がくしょく = school cafeteria
27シャワーをあびます = take a shower
28がくしょく = school cafeteria
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ちようびのよるはじゅうにじごろにねます。

(425) How often does Erica have breakfast? [2 points]

(426) What time do the business classes start? [2 points]

(427) Does she eat at school cafeteria every day? [2 points]

(428) What days does she have English classes? [2 points]

(429) What does she do in Wednesday afternoons? [2 points]

(430) Write at least 2 activities she does on weekends. [2 points]

——————————————————-

さとう
せんせい

先生は
にほんご

日本語の
せんせい

先生です。
せんせい

先生は、ごぜんろくじごろおきます。たいて
いシャワーをあびます29。でも、きょうはじかんがありませんでしたからあび
ませんでした。いつもしちじはんごろだいがくにいきます。

せんせい

先生のへやは、と
てもひろいです。へやでたいてい

にほん

日本ごのほんをよみます。
せんせい

先生はくじよん
じゅっぷんに、にねんせいの

にほん

日本ごのじゅぎょうがあります。そして、じゅう
いちじにじゅっぷんに、よねんせいの

にほん

日本ごのじゅぎょうがあります。よく、
がくしょくでひるごはんをたべます。そして、ごご

ごじ

五時くらいにうちにかえ
ります。よるは、たいていうちでばんごはんをたべます。テレビはときどきみ
ます。

せんせい

先生のテレビはおおきいです。しゅうまつは、よくこうえんで、テニス
をします。きのうもともだちとテニスをしました。

(431) What time does Prof. Sato wake up? [2 points]

(432) When does Prof. Sato go to college? [2 points]
29シャワーをあびます = take a shower
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(433) What does Prof. Sato do at school (at least three things)? [2 points]

(434) How often Prof. Sato watch TV? [2 points]

(435) What kind of TV does Prof. Sato have? [2 points]

(436) Where does Prof. Sato play tennis? [2 points]

——————————————————-

やまもと
せんせい

先生はわたしの
にほん

日本ごの
せんせい

先生です。
せんせい

先生はまいにちろくじにおきま
す。たいていあさごはんをたべます。そして、いつもしちじにだいがくにい
きます。いつもでんしゃでいきます。

せんせい

先生は
にほん

日本ごのじゅぎょうがまいにち
にじかんあります。よくとしょかんのまえのカフェでひるごはんをたべます。
まいにちごじにうちにかえります。よるはたいていうちでばんごはんをたべ
ます。テレビはぜんぜんみません。どようびにときどきフラッシングにいき
ます。そして、

せんせい

先生はえいがをよくみます。
(437) What happens at 6am? Be specific. [3 points]

(438) Why does the writer (”I”) know Prof. Yamamoto? [3 points]

(439) Where does Prof. Yamamoto eat lunch on weekdays? [3 points]

——————————————————-

エリカさんはとうきょうだいがくのさんねんせいです。せんこうはビジネス
です。まいあさしちじごろおきます。それからシャワーをあびます30。あさご
はんはぜんぜんたべません。げつようびからもくようびまでがっこうにいき
ます。たいていくじからビジネスのクラスがあります。ひるごはんはよくが
くしょくでやすいランチセットをたべますが、ときどきコンビニでべんとう
をかいます。かようびともくようびのいちじはんからえいごのクラスがあり

30シャワーをあびます = take a shower
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ます。すいようびのごごはともだちとテニスをします。きんようびはクラス
がありませんが、としょかんでべんきょうします。しゅうまつにうちでテレ
ビをみます。ときどきパソコンでゲームをします。それからしゅくだいをし
ます。にちようびのよるはじゅうにじごろにねます。

(440) How often does Erica have breakfast? [2 points]

(441) What time do the business classes start? [2 points]

(442) What does she do in Wednesday afternoons? [2 points]

(443) Write at least two activities she does on weekends. [2 points]

——————————————————-
わたし

私の
にほんご

日本語の
せんせい

先生は、
やまだ

山田
せんせい

先生です。
やまだ

山田
せんせい

先生は、
かようび

火曜日と
もくようび

木曜日に
にほんご

日本語ごご
の

じゅぎょう

授業があります。でも、
まいにち

毎日
だいがく

大学に
き

来ます。
やまだ

山田
せんせい

先生の
うち

家はキャンパスの
ちか

近く
にあります。20

ふん

分かかりますが、たいてい
ある

歩いて
き

来ます。でも、
きのう

昨日は
じてんしゃ

自転車で
き

来ま
した。

やまだ

山田
せんせい

先生の
うち

家にねこといぬがいます。ねこはしろいです。そして、いぬ
はくろいです。

せんせい

先生のオフィスの
つくえ

机の上に、ねこの
しゃしん

写真があります。でも、いぬ
の

しゃしん

写真はありません。スミスホールに
やまだ

山田
せんせい

先生のオフィスと
にほんご

日本語の
きょうしつ

教室が
あります。

せんせい

先生は
やす

休みの
ひ

日に、
にほん

日本の
おんがく

音楽を
き

聞きます。そして、
えき

駅の
ちか

近くのプ
ールでおよぎます。でも、

せんしゅう

先週の
しゅうまつ

週末はプールで
およ

泳ぎませんでした。
どようび

土曜日は、
やま

山でピクニックをしました。そして、
にちようび

日曜日は
だいがく

大学の
たいいくかん

体育館で
うんどう

運動をしまし
た。それから、

にちようび

日曜日の
ばん

晩は、
がくせいかいかん

学生会館で、
がくせい

学生のコンサートがありましたか
ら、

がくせいかいかん

学生会館に
い

行きました。
わたし

私の
にほんご

日本語の
せんせい

先生は、とてもやさしいです。です
から、いい

せんせい

先生です。
(444) Choose the best answer from a-d. [2 points]

a) Yamada-sensei has classes on Monday and Wednesday.
b) Yamada-sensei has classes on Tuesday and Thursday.
c) Yamada-sensei has classes on Monday and Friday.
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d) Yamada-sensei has classes every day.
(445) Choose the best answer from a-d. [2 points]

a) Yamada sensei’s house is located behind the university.
b) Yamada sensei’s house is located next to the university.
c) Yamada sensei’s house is located near the university.
d) Yamada sensei’s house is located in front of the university.

(446) Choose the best answer from a-d. [2 points]
a) Yamada sensei comes to the university by bicycle every day.
b) Yamada sensei usually comes to the university by bicycle.
c) Yamada sensei comes to the university on foot every day.
d) Yamada sensei usually comes to the university on foot.

(447) Choose the best answer from a-d. [2 points]
a) Yamada sensei’s cat is white and his dog is black.
b) Yamada sensei’s cat is black and his dog is brown.
c) Yamada sensei’s cat is black and his dog is white.
d) Yamada sensei’s cat is brown and his dog is white.

——————————————————-

きょう、さとうさんは、しちじごろおきました。まいあさ、たいていヨガ31を
します。きょうは、たなかさんとさんじゅっぷんヨガをしました。そして、は
ちじにあさごはんをたべました。コーヒーものみました。さとうさんのへや
は、とてもきれいです。へやには、おおきなテレビがあります。そこでよくえ
いがをみます。きょうは、さんじにともだちがきました。いっしょに32、ちゅ
うごくのふるいえいがをみました。そして、おんがくもききました。しゅう
まつは、ともだちとコンサートにいきます。

(448) What does Sato-san do every morning? [2 points]

(449) How long does Sato-san do yoga? With whom? [2 points]

(450) How does Sato-san’s room look like? [2 points]

(451) What did Sato-san do this afternoon? (at least two things) With whom? [2 points]

31ヨガ = yoga
32いっしょに = together
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(452) What is Sato-san going to do this weekend? [2 points]

——————————————————-

じょうとうだいがくは、とうきょうにあります。ちいさいだいがくですが、き
れいなたてものがたくさんあります。キャンパス33のなかには、こうえんが
あります。こうえんには、おおきなき34があります。わたしは、そのきのした
で、よくほんをよみます。ときどき、しゅくだいもします。きんようびのごご
に、こうえんで、ともだちとテニスをします。ともだちは、アメリカじんとち
ゅうごくじんです。たいてい、にほんごではなします。

(453) Where is Jotoh University? [2 points]

(454) How does the university look like? [2 points]

(455) Where do ”I” read a book? [2 points]

(456) When do ”I” play tennis? With whom? [2 points]

(457) State the nationalities of the writer’s two friends. (related to the question 4 “With whom?”) [2 points]

——————————————————-

ポンドさんはわたしのともだちです。ポンドさんはイギリスじんです。ポン
ドさんはまいあさ、はちじにおきます。そして、シャワーをあびます35。ポン
ドさんのせんこうはかがくです。ポンドさんは、まいにちがっこうにいきま

す。うちからがっこうまで、じてんしゃで
じゅうごふん

十五分かかります36。そして、とし
ょかんでべんきょうします。ポンドさんはコーヒーとおちゃをよくのみます。

33キャンパス =きゃんぱす
34き = tree
35シャワーをあびます = take a shower
36かかります = it takes ...
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スターバックスでアルバイトします。ポンドさんは、ごごじゅういちじはん
にねます。

(458) What is Ms. Pond’s nationality? [2 points]

(459) What time does Ms. Pond wake up? [2 points]

(460) What is Ms. Pond’s major? [2 points]

(461) Does Ms. Pond go to school everyday? [2 points]

(462) How long does it take Ms Pond to go to school and what is the method by which she gets there? [2 points]

——————————————————-

サマンサさんのへやはひろいです。そして、サマンサさんのへやはとてもあ
かるいです。おおきなベッドはドアのとなりにあります。そして、まどのそ
とにきがあります。まどのしたには、ほんだながあります。ほんだなはあか
いです。でも、ちいさいです。サマンサさんのへやには、きいろいつくえがあ
ります。そのつくえのうえにくろいペンがあります。つくえのしたには、あ
おいいすがあります。つくえのうえにとけいがあります。そして、とけいの
みぎにえがあります。

(463) Describe Samantha’s room: either the location of things or colors of items (at least 5 sentences) [2 points each]

——————————————————-

わたしは、いま、クラスにいます。わたしのつくえのうえに、ノートがありま

す。でも、わたしのノートじゃありません。わたしは、となりのドンさんにき

きました。
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わたし: これは、あなたのノートですか。

ドンさん: いいえ。わたしのじゃないです。あたらしいですね。

わたし: ええ、そうですね。

ドンさんは、ノートのなかをみました。a. なかに、なまえがありました。

ドンさん: ああ、たなかさんのですね。
わたし: ああ、そうですか。たなかさんは、どこですか。
ドンさん: b. (He) is in the student cafeteria.

(464) What item are they talking about?
(465) How does it look like?
(466) Whose item is it?
(467) Translate the underlined sentence a. in English.
(468) Write the underlined sentence b. in Japanese .
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3.2 B: Short Conversation

Smith: あのう、すみません。これはにほんごでなんといいますか？
Kimura: けしゴムといいます。
Smith: そうですか。じゃあ、それはなんといいますか？
Kimura: これですか。これはきょうかしょといいます。
Smith: そうですか。じゃあ、あれはなんですか？
Kimura: あれはボールペンです。

(469) Where is the textbook located? (i.e., near Mr. Smith, near Mr. Kimura, or far away from both?) [2 point]

(470) Where is the ball point pen located? (i.e., near Mr. Smith, near Mr. Kimura, or far away from both?) [2 point]

————————————————-

Robert: すみません。じしょはどこですか。
Liblarian:じしょはここですよ。
Robert: えいごのしんぶんはありますか。
Liblarian:はい、しんぶんはあのほんだなにあります。
Robert: それから、あのう...トイレはどこですか。
Liblarian:えっと、あれがトイレのドアですよ。
Robert: ああ、あそこですね。ありがとうございます。

(471) Where is the dictionary?
a) near Robert
b) near the librarian
c) far from both

(472) Where is the bathroom?
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a) near Robert
b) near the librarian
c) far from both

————————————————-

Smith: あのう、すみません。これはにほんごでなんといいますか？
Kimura: きょうかしょといいます。
Smith: そうですか。じゃあ、それはなんといいますか？
Kimura: これですか。これはじしょといいます。
Smith: そうですか。じゃあ、あれはなんですか？
Kimura: あれはえんぴつです。

(473) Where is the dictionary located? (i.e., near Mr. Smith, near Mr. Kimura, or far away from both?) [2 point]

(474) Where is the pencil located? (i.e., near Mr. Smith, near Mr. Kimura, or far away from both?) [2 point]

————————————————-

Smith: やまださんのアパートはどこですか。
Yamada: クイーンズです。
Smith: そうですか。ひろいですか。
Yamada: いいえ、あまりひろくないです。
Smith: ふるいですか。
Yamada: はい、とてもふるいです。

(475) Describe Mr. Yamada’s apartment in English. (4points)
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————————————————-

Smith: あのう、すみません。これはにほんごでなんといいますか？
Kimura: きょうかしょといいます。
Smith: そうですか。じゃあ、それはなんといいますか？
Kimura: これですか。これはじしょといいます。
Smith: そうですか。じゃあ、あれはなんですか？
Kimura: あれはえんぴつです。

(476) Where is the dictionary located? (i.e., near Mr. Smith, near Mr. Kimura, or far away from both?) [2 point]

(477) Where is the pencil located? (i.e., near Mr. Smith, near Mr. Kimura, or far away from both?) [2 point]

————————————————-

アミさん: このノートパソコンはふるいですね。
ロリさん: そうですね。でも、そのあおいノートパソコンはあたらしいですよ。
アミさん: あの、あそこのきいろいパソコンは？
ロリさん: えっ、どれですか？
アミさん: えっと、あそこのノートパソコンですよ。
ロリさん: あれは、きれいですね。

(478) Where is the old laptop located in terms of the speaker? (close, far away, etc.) [2 point]
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(479) What color is the new laptop? [2 point]
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4 Part III: Writing [ /20]

Write two essays as follows. Translate either one of them into English [10 points each; 20 points total]

(480) Describe a day in your life. Feel free to make this up. Include the following kinds of information: when you get up, when
you go to work (or part-time job), where and when you work, when you go to school, where you study, with whom you
eat lunch/dinner, perhaps the names of some of your friends, when you watch TV, when you go to sleep, if you take a bath
or shower etc. Please make sure the following points in your essay:

• Write about eight sentences.
• Please include frequency adverbs
• Include affirmative as well as negative form of verb
• Include at least one example of past tense
• Use at least two adjectives

English:
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(481) Draw a picture of your classroom. Then, write a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location
nouns (e.g.,うえ,した,よこ etc.).

English:
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(482) Draw a picture of your room. Then, write a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns
(e.g.,うえ,した,よこ etc.).

English:
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(483) Draw your desktop. Label everything on your desk and describe what is there in relation to your own location (use location
nouns). Construct at least five sentences under your drawing.

English:
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(484) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(485) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(486) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(487) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(488) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(489) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(490) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(491) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(492) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(493) Describe the picture below with a five-sentence (or longer) essay. In your essay use at lease three location nouns (e.g.,う
え,した,よこ etc.).

English:
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(494) Write a postcard to somebody in the space below including the past tense, location nouns and time expressions. Write 8
sentences at least.

English:
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(495) Write what you are going to do during holidays this year. Start your essay withことしのやすみ (this year’s holidays)は、
...... Make sure to use action verbs, location nouns and appropriate particles. Write 8 sentences at least.

English:
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(496) Choose three pictures and circle the numbers of pictures you chose. Create sentences related to the pictures. The total
number of sentences should be five at least.

English:
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(497) Choose five pictures and circle the ones you select. Create at minimum five sentences related to the pictures you chose.
Each sentence requires more than two particles. Each sentence must tell a story about what is/was going on in the picture.
Feel free to make up sentences using frequency adverbs, time expressions and others. Start your sentence withメアリー
さん.

� � � � � �

� � � � � �

� � � � �
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5 Part V: Listening [ /10]

Listen carefully and answer the questions. [10 points total]

5.1 Passage I
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5.2 Passage II
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