Japanese Second Year –
Self-Assessment Test

Self-assessment for those considering enrolment into the Japanese Second
Year course at Professional and Continuing Education (PACE)
Ideally, this self-assessment is to be completed in 20 minutes. Please do not refer to a dictionary or
any other reference material when attempting the self-assessment.
There are 3 sections in the self-assessment:
Section A

…./10 marks

Knowledge of useful sentences in the classroom and vocabulary
Section B

…/20 marks

Grammar knowledge of verbs, adjectives and nouns
Section C

…/5 marks

Reading comprehension
Total

…/35 marks

Once you’ve completed the self-assessment, check your answers to determine your score.
A score of 18 marks and above would suggest that you are able to cope with content covered in
PACE’s Second Year course.
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Section A – Knowledge of useful sentences in the classroom and Vocabulary
Match the Japanese sentences with their English translation (5 marks).
Useful sentences in class In English
1. ＿＿＿＿は どこにありますか。

A. How do we say in English, ‘…………..’?

2. なまえは 何ですか

B. Where is ’……………..’?

3. もういちど いってください。

C. Please give me last week’s homework.

4. せんしゅうのしゅくだいをください。

D. What is your name?

5．＿＿＿＿は えいごで何ですか。

E. Please say it once more.

1…… ; 2…… ; 3…… ; 4……; 5……
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Complete the sentence with a question word (5 marks)
Each word can be used only once. Be careful; there are more words than spaces
いつ、どこで、だれと、だれに、どこに、何を、
1. Q：きのう ……………. 行きましたか。
> A：しごとに行きました。
2. Q：ばんごはんに ……………. 食べますか。
> A：すしを食べます。
ご

3. Q：…………… 日本語をべんきょうしますか。
だいがく

> A：アデレード大学 でします。
4. Q：たんじょうびは ……………ですか。
> A：四月十五日です。
5. Q；…………… うちにかえりますか。
> A: ひとりでかえります。
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Section B – Grammar knowledge of verbs adjectives and nouns
Change the verbs into the appropriate form as indicated (7 marks).
どようび

Example: 土曜日にえいがを (見る‐ watched)

見ました。

1. 私はぜんぜんさかなを（食べる ‐not eat at all）.…………………………
だいがく

2. せんしゅう大学 に（行く‐ didn’t go）……………………………………….
3. コーヒーを（飲む‐Will you/Shall we drink）………………………………
4. なまえを（かく‐ Please write）……...………………………………………
5. じしょを（つかう‐May I use?）………………………………………………
6. ここでたばこを（すう‐not allowed to smoke）.……………………………
7. としょかんに（行く‐go and）.……………………、べんきょうします。

Change the nouns and adjectives into the appropriate form as indicated (5 marks).
1. 私は（日本人‐not Japanese）………………………………………………………です。
2. このケーキはあまり（おいしい‐not delicious）………………………………….です。
3. きのうはとても（いそがしい‐was busy）…………………………………………です。
4. こどものとき、べんきょうが（きらい‐disliked）………………………………………..。
5. パーティーは（おもしろい‐wasn’t interesting）……………………………………です。
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Complete the list below with verb てFrom （8 marks）
Example

食べて

かう／かいます

かって

おきる／おきます

1．

かえる／かえります

2．

きく／ききます

3．

来る／来ます

4．

する／します

5．

はなす／はなします

6．

まつ／まちます

7．

よむ／よみます

8．

く
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食べる／食べます

き

Section C –Reading comprehension
Read the text and the affirmations that follow (5 marks).
Write T for truth and F for false. If it is false, justify your answer with correct information from the text.
私のすきなレストラン
私のすきなレストランは、イタリアりょうりのプロントです。えきのみなみをでて、みぎへ五分ぐらい
です。ちいさいレストランです。シェフはイタリア人のアントニオさんです。アントニオさんは とて
もおもしろい人です。アントニオさんのりょうりはとてもおいしいです。私はよくプロントに行きます
。プロントでワインを飲んで、ピザを食べます。アイスクリームもおいしいです。ここでいつもたくさ
ん食べます。りょうりはやすいですから。がいこくじんもたくさん来ます。
(Eri Banno, Yoko Ikeda, Yutaka Ohno. Chikako Shinagawa and Kyoko Tokahiki; Genki I Second edition; The Japan Times; Tokyo, Japan; p.316)
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1. (

)

Pronto is a big restaurant

> Justification…………………………………………………………………………
>
2. (

)

Pronto is near the station

> Justification…………………………………………………………………………
>
3.

(

) The chef is Italian and an interesting person

> Justification…………………………………………………………………………

4. (

) It is expensive, but very delicious

> Justification…………………………………………………………………………
>
5. (

)

A lot of foreigners come to Pronto

> Justification…………………………………………………………………………

CRICOS 00123M

