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Practice for step1    
なまえ（カタカナ）        
１ Fill the blanks and complete the translation      
1: Since when you have studied Japanese? 
あなたは （     ）から にほんごの べんきょう（    ）していますか。 

 
２：What will you do tomorrow? 
あした あなたは(           ) を （       ）か。  

 
３:I will listen to music at home tomorrow. 
あした わたしは うち （    ）おんがく を （      ）ます。 

 
4: Where do you want to go tomorrow? 
あした あなたは （      ） に いき（   ）ですか。 

 

5: Nobody is in the house. 
うち の なかに だれも （         ）。 

 

6: Whom do you live with?   
あなたは （      ） と すんでいますか。 
 
７：Which type movie do you like? 
あなたは （      ） えいが が すきですか。 
２ Choose the appropriate the word from 1~4 and circle it.  
 
１：かおを ①( Wash)  。 それから あさごはんを②(Eat)    。 
① １）のみます    ２）あらいます   3) ねます     ４）あいます 
② １）のみます    ２）たべます  ３） きます      ４） よみます 
 
２： （③Strong） の はんたい は （④Weak）です。  
③ １）つおい    ２）つよい   ３）たかい      ４）かわいい 
④ １）よい      ２）やさしい   ３）よわい      ４）おいしい 
 
３： これは （⑤ whose） とけいですか。 
⑤ １）なに     ２）だれ    ３）だれの      ４）どこの 
 
４： わたしは おすしが (⑥ like)    ですが、おさけは ⑦     ありません。 
⑥ １）たのしい  ２）かわいい  ３）おいしい  ４）すき  
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⑦ １）きらい    ２）すきでは   4) すきです       ４）すきが 
５： きょうは （⑧not hot weather）です。 
⑧ １）はやくない   ２）おおきくない  ３）あつくない    ４）あつい 
 
５：Excuse me, What time is it now?  
（  ⑨    ）いま（  ⑩   ）ですか。  
⑨ １）はじめまして ２）ごめんなさい  ３）ありがとう   ４）すみません 
⑩ １）なんじ    ２）いくら     ３）なん     ４）どこ 
 
６：わたしは （⑪ Jamaica）じん です。   
⑪ １）ジャイアン  ２）ジャマイカ   ３）ジヤイマカ    ４）ジャークチキン 
 
７：A｢ありがとう ございます｣ B｢⑫You are welcome｣ 
1) いいえ、ちがいます ２）はい、そうです ３）どういたしまして ４）はい げんきです 
 
８：わたしは あした うちで ははと りょうりを （⑬        ） 
⑬ 1) のみます   ２） ききます   ３） つかいます   ４） つくります 
 
９：Q ｢きょう あなたは くるまで がっこうに きましたか。｣  
  A  ｢いいえ、（ ⑭      ）きました。｣ 
⑭ １） あるいて    ２）くるまで     ３） くるまに  ４） Bus は 
 
１０： わたしの とけいは （ ⑮  cheap  ）ですが ははの とけいは （⑯ 
expensive ）です。 
⑮ １） あたらしい    ２） やさしい    ３） やすい   ４） おいしい 
⑯ １） たかい      ２） むずかしい    ３） ふるい   ４） くらい 
 
3  Choose the appropriate the word and circle it.  
 
１）  わたしの うちは （ ちいさい / みじかい ）です。 

２）  わたしの しゅみは（ りょうり / かいしゃいん ） です。 
３）  「ほん」は（ えいごで / にほんで ）「Book」です。 

４）  きのう わたしは えいが を （ いきました / みました ）。 
５）  きのう わたしは ともだちに てがみ を （ つかいました / かきました ）。 
６）   わたしの すきな たべもの(food)は （ とけい / さかな ）です。 
７）  わたしは ともだちに はなを （ もらいました / くれました ）  
８）  うちに （ ききます / かえります ） 
９）  わたしは くるまが （おいしい / ほしい ）です。 
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１０） せんせいは にほんごを （ はなします /  かえります ）。 
 
 
4  Choose the best hiragana representations for each word given.   
 
1 Chiisai 
1) ちさい       ２） ちいいさい  ３） しいさい      ４）ちいさい 
2  Byōin 
1) びょういん    ２） びよういん ３） びよおいん     ４） びょいん 
3  Shumi 
１） しゆみ     ２） しみ    ３） しゅみ        ４） しゅうみ 
4  ９月 
１） きゅうがつ   ２） くがっつ     ３） くがつ      ４） こがつ 
5  Okāsan 
１） おっかさん   ２） おかさん   ３） おかあさん    ４） おかうさん 
6  Ōkii 
1)  おおきい    ２） おきい   ３） おうきい      ４） おっきい 
 
６ Read the following sentences and choose number from the box below  

where you would go, what you would do to do the following:  
 

１.   Clothes are dirty                    (         ) 
２.   You want to read the book              (         ) 
３.   There is test tomorrow                    (         ) 
４.   You are hungry now                        (         ) 
５.   Your friend can speak only Japanese       (         ) 
６.   Buy stamps and post cards                  (         ) 
７:   Send e-mail                  (         )   
８:   Feel sleepy                                 (         ) 
９:  Want to watch news                         (         )  
１０:  Room is dirty                               (         )   
         
 
 
 
 

① コンピューター（ computer ）を つかいます。 
② ゆうびんきょく に いきます。    ③ ねます。 
④ べんきょうを します。        ⑤  にほんごを はなします。 
⑥  せんたくを します。         ⑦ そうじを します。  
⑧ テレビ（TV）を みます。             ⑨ としょかんで ほんを よみます。 
⑩ ごはんを たべます。 
  


