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Self-assessment for those considering enrolment into the Japanese Third 
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 

Vocabulary 

Section B         …/10 marks 

Grammar 

Section C         …/10 marks 

Reading comprehension  

Total          …/30 marks 

 

Once you’ve completed the self-assessment, check your answers to determine your score.  

 
A score of 16 marks and above would suggest that you are able to cope with content covered in 
PACE’s Third Year course. 
 
  

Japanese Third Year – 
Self-Assessment Test 

https://www.adelaide.edu.au/pace/system/files/media/documents/2021-11/placement_test-japanese_year_3_answers.pdf
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Section A – Vocabulary   

Look at the pictures and complete the sentence with a word below (6 marks). 

Each word can be used only once. Be careful; there are more words than spaces 

Example 山川さんは ふとってる 。 

 

かみ  せ  めがね  かさ  ひくい  ながい  もっている  ふとっている 

 

1. 田中さんは……………………が……………………………… 

2. 田中さんは……………………を……………………………… 

3. 山川さんは……………………が……………………………… 

 

   田中さん  山川さん 

 
(Eri Banno, Yoko Ikeda, Yutaka Ohno. Chikako Shinagawa and Kyoko Tokahiki; Genki I Second edition; The Japan Times; Tokyo, Japan; p.178) 
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Choose the correct answer. (4 marks) 

Example あしたは（あめで、あめだ）しょう。 

1. そうじをしたから、へやが（きれいに、きれく）なりました。 

2. かみをきって、かみが（みじかいに、みじかく）なりました。 

3. おおさかは 東京（のほうが、より）小さいです。 

4. かぞくの中で（だれが、どっちが）一ばんわかいですか。 

 

 

Section B – Grammar   

Choose the correct answer. （10 marks） 

Example あしたは（あめで、あめだ）しょう。 

  来月日本に  B  んです。 

A. 行きます  B. 行く  C. 行って 

1. 先生は 先週びょうき（です、だった）と言っていました。 

2. 私は山に（のぼるを、のぼるのが）好きです。 

3. X: ドイツ語をならいたいですか。 

Y: いいえ、（ならいたいじゃない、ならいたくない）です。 

4. 休みに本を（読みだ、読んだ）り、おんがくを（聞った、聞いた）りします。 

5. あしたから毎日一時間……………………つもりです。 
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A. あるく  B. あるいた  C. あるきた 

6. デパートにくつを……………………に行きます。 

A. 買いて  B. 買い  C. 買った 

7. テレビを…………………でください。 

A. けさない  B. けしたい  C. けして 

8. X: 来週かんじのテストがあるんです。 

Y: じゃ、かんじをべんきょう…………………..ほうがいいです。 

A. するの  B. して  C. した 

9. あしたは天気が……………………、あたたかいです。 

A. いくて  B. いいで  C. よくて 
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Section C – Reading comprehension 

リサのにっき 

六月二十三日 はれ 

今日は とてもいい天気で、あたたかかったから、朝せんたくをした。そして 一時間ぐらいべんきょ

うした。昼ごろアンナの家に行った。アンナのホストファミリーの田中さんに会った。アンナの家で晩

ごはんを食べた。お母さんのりょうりはとてもおいしくて、いろいろなりょうりがあったので、少し食

べすぎた。田中さんのお母さんは りょうりがじょうずだと思う。 

 

晩ごはんのあと、いろいろなはなしをした。田中さんのお父さんは仕事でオーストラリアに行ったこと

があると言っていた。でも、お母さんはいっしょに行かなかった。来年オーストラリアに行きたいと言

っていた。田中さんのかぞくは とてもしんせつで、たのしかった。来週またアンナの家に行くつもり

だ。 

 

Read the text and the affirmations that follow. Write T for true and F for false. If false, justify 
your answer with correct information from the text. (5 marks). 

 

1. (   ) Lisa did the laundry, and studied in the morning. 

Justification………………………………………………………………………… 

2.  (   ) Anna cooked dinner. 

Justification………………………………………………………………………… 

3. (   ) Lisa ate a lot for dinner. 

Justification………………………………………………………………………… 
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4.  (   ) Mr. & Mrs. Tanaka have been to Australia before. 

Justification………………………………………………………………………… 

5.  (   ) Anna is planning to go to Lisa’s house next week. 

Justification………………………………………………………………………… 
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Answer the following questions in English. （5 marks） 

1. How was the weather today? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. What did Lisa think about the dinner? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. What did they do after eating? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. When do Mr. & Mrs. Tanaka want to go to Australia? 

………………………………………………………………………………………………… 

5. What does Lisa think about the Tanaka family? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


