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日本語　 104　
きまつしけん

期末試験　
Final exam (Practice Questions)

Instructor: Tomonori Nagano
tnagano@gc.cuny.edu

Fall 2011

　
なまえ
名前　: メール:

　
とくてん
得点　: /100

1 SECTION I:漢字

1.1 Part I

PUTふりがな FOR漢字 IN THE FOLLOWING SENTENCES AND WRITE APPROPRIATE 漢字 FOR
UNDERLINED WORDS. [2 POINTS EACH; 14 POINTS]

(1) 海外に　
す

住　んでいます。
(2) 海外旅行が好きです
(3) カフェに行った時、外国人に会いました。
(4) 家の外は寒いです。
(5) 旅行が好きです。
(6) 毎年、旅行するんですが、今年はできませんでした。
(7) お金があったら、日本の旅館に泊まりたいです。
(8) 図書館で、毎日、勉強します。
(9) ニューヨークは、　

び しゅつ

美術　館が　
ゆ う

有　名です。
(10) 予定はとくにありません。
(11) 明日の予定はありますか？
(12) テストがあるので、図書館で勉強する予定です。
(13) 日本に行く計画をたてようと思います。
(14) 昨日、旅館を予約しました。
(15) 旅行に行く時、ホテルを予約しました。
(16) 約二千円
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(17) 高い時計がほしいです。
(18) 来年の計画はまだありません。
(19) 大きい荷物ですね。ひっこしですか？
(20) 食べ物は、にくが大好きです。
(21) 飲み物は何にしますか？
(22) しつもんに答えてください。
(23) あの男の人の名前を知っていますか？
(24) 知りません。
(25) お名前は何ですか？
(26) 旅館に泊まる予定です。
(27) 二泊三日の旅行を計画しました。
(28) 私の旅行は、三泊四日です。
(29) パーティがある時は、タクシーに乗りましょう。
(30) お酒を飲んだ時は、タクシーに乗りましょう。
(31) ハワイ (Hawaii)は、空と海と森がきれいです。
(32) 空の旅が好きです。
(33) 林さんと森さんはどこに行きましたか？
(34) 森林を　

ま も

守　りましょう。
(35) 　

ひ こ う き

飛行機　に乗って、日本まで行く計画です。
(36) たくさんの荷物とホテルに着きました。
(37) 日本に着いたら、　

あ き は ば ら

秋葉原　に行きたいです。
(38) 　

か い ぎ

会議　の時は、スーツを着てください。
(39) 日本語という言葉はむずかしい。
(40) 「もうクラスは始まりましたよ。」と先生は言いました。
(41) 言い方をまちがえました。
(42) 秋になると、木の葉がきれいになります。
(43) 葉書は、一枚四十円です。
(44) 日本語は、漢字が一番好きです。
(45) 漢　

ぶ ん

文　は、中国の言葉です。
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(46) 日本語には、三つの文字があります。
(47) 日本語では、二つの　

す う

数　字の　
か ぞ

数　え方があります。
(48) 質問がある人は、手をあげてください。
(49) 質が高いダイアモンドを買おうと思います。
(50) この問　

だ い

題　は、ぜんぜんわかりません。
(51) もう、旅行会社に問い合わせをしましたか？
(52) JLPTにちょうせんするので、問　

だ い

題　　
しゅう

集　を買いました。
(53) 卒業したら、大学院に行くつもりです。
(54) 結婚式には　

だ れ

誰　をよぶつもりですか？
(55) ここと、そこを結んでください。
(56) 今の彼とは結婚しないと思います。
(57) アメリカの大学では、学生はあまり卒業　

ろ ん ぶ ん

論文　を書きません。
(58) 子宝を授かりました。
(59) 朝起きられなかった時、よく授業におくれてしまいました。
(60) 私の父の仕事は、サービス業です。
(61) 卒業したら、仕事をしなければならないですか？
(62) 卒業式には、両親が来るそうです。
(63) 卒業したら、会社につとめます。
(64) 同じ問題を二回も間違えました。
(65) いそいでいたので、違う電車にのってしまいました。
(66) パーティーでは、同業者の人には、あまり会いたくありません。
(67) 違う言葉を話したかったので、日本語の授業をとっています。
(68) 書留でおねがいします。
(69) ラガーディア大学の留学生です。
(70) この　

こ と

事　は、　
こころ

心　に留めておいてください。
(71) とうとう、　

ちょ

貯　金が百万円に達しました。
(72) 　

りょう り

料理　の達人
(73) 電気をあまりつかわないでください。

Tomonori Nagano 　
に ほ ん ご
日本語　 104　

きまつしけん
期末試験　

Final exam (Practice Questions)
3 of 43



LaGuardia CC - Edu. & Lang. Acquisition Dept. ELJ104 - Intermediate Japanese 2

(74) 最近は、日本にいる友だちにも、e-mailですぐにメッセージを　
で ん

伝　
達できます。

(75) 英語で電話番号を言えますか？
(76) お客さんに会いにいきます。
(77) このお客さんは、ぜんぜんチップをくれません。
(78) この葉書に郵便番号を書いて下さい。
(79) 日本の郵便はとても安いですね。
(80) 郵便局に、この小包を持って行ってくれませんか？
(81) 日本の電車はとても便利ですが、高いので　

ざ ん ね ん

残念　です。
(82) 宅配便と郵便と、どちらの方が安くてはやいですか？
(83) NHKは日本のテレビ局です。
(84) 日本の銀行で、口座をひらきました。
(85) 金のネックレスと銀のピアス
(86) 二番目だったので、銀メダルをもらいました。
(87) 家に帰ったら、メールを送ってもらえませんか？
(88) 友だちが日本に帰るので、送　

べ つ

別　会をします。
(89) メールが便利なので、あまり手紙を書きません。
(90) 小さい会社なので、コピー用紙もありません。
(91) 住所がわからないので、手紙が送れません。
(92) ニューヨークに五年間住んでいます。
(93) 住む所がない人をホームレスといいます。
(94) 田中さんは、ひろくてすてきな所に住んでいます。
(95) 「ものさし」は、　

せ ん

線　を引く時に使います。
(96) 銀行からお金を引き出します。
(97) 古い引き出しがあるのですが、いりませんか？
(98) ニューヨークで、引っこしするのは大変です。
(99) もっと日本語を練習したいです。

(100) 今日の日本語のクラスでは、会話と　
ぶ ん ぽ う

文法　の練習をしました。
(101) 田中さんにパーティーの連　

ら く

絡　をしましたか？
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(102) 来年から、スペイン語も習おうと思っています。
(103) 先生、また宿題を出すのを忘れてました。
(104) 今晩、宿題をしなければなりませんか？
(105) 明日、数学の試験があるので、勉強します。
(106) 日本の入学試験は二月にあります。
(107) 明日の日本語の会話試験は大変です。
(108) やきゅうの試合が日曜日にあるのですが、メンバーがいません。
(109) 日本の大学の受験は大変ですね。
(110) 　

き ま つ

期末　試験を早く受けたいのですが、だめですか？
(111) 天ぷらの作り方を教えてください。
(112) チューターの人も日本語を教えてくれます。
(113) 今日は、文法を教えます。
(114) 日本語の文には　

しゅご

主語　がありません。
(115) 日本の法　

り つ

律　は六十年前にできました。
(116) この言葉の意味がわからないのですが、教えてもらえませんか？
(117) この文の意味を　

せ つ め い

説明　して下さい。
(118) あなたの言っている　

こ と

事　は、意味がありません。
(119) 日本人の学生は、あまりクラスで意見をいいません。
(120) 田中さんが一番になるなんて、ちょっと意外でしたね。
(121) ここの店のラーメンの味は変ですね。
(122) 石田さんと田中さんは友だちです。
(123) 石の上にも三年。
(124) この近くに駐車場がありますか？
(125) パーティーの場所まで一人で行けますか？
(126) 会場が少し小さかったので、とても暑かったです。
(127) 日本に行ったら、お寺に行きたいです。
(128) まっすぐ行ったら、お寺が見えるので、そこを右に曲がってくだ

さい。
(129) 橋をわたったら、すぐのところにお寺があります。
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(130) 橋本さんと大橋さんはこの町に五年間住んでいます。
(131) ニューヨークは人が多い町ですね。
(132) この町には映画館がありません。
(133) ニューヨークには、セントラルパークという大きい公園がありま

す。
(134) このミーティングは、全員に公開されます。
(135) 動物園はくさいのできらいです。
(136) 動物園じゃなくて、遊園地に行きたい。
(137) 図書館の近くの地図をみる。
(138) ニューヨークは地下鉄でどこにでも行けます。
(139) デパートの地下には、食品売り場があります。
(140) ニューヨークの地下鉄の地図は見やすいです。
(141) 日本では、鉄道でどこにでも行けます、アメリカの鉄道はあまり

良くないです。
(142) グランドセントラル駅はとても有名で大きい駅です。
(143) この道をまっすぐ行くと、体育館に行けます。
(144) 日本で生まれましたが、ニューヨークで育ちました。
(145) インドは道路が良くないので、交通事故が多いです。
(146) 家の部屋は、全部で三つあります。
(147) ラガーディア大学には学部が五つほどあります。
(148) 駅のそばの本屋で待っています。
(149) 屋根から雨がもれています。
(150) ニューヨークから各駅停車で十分くらいで着きます。
(151) 次の道を右に曲がってください。
(152) 駅の左側にコンビニがあるので、そこで左に曲がってください。
(153) 大学の近くにおいしいカフェがありませんか？
(154) 最近、お金がありません。
(155) このホテルは少し公園から遠いですね。
(156) 小学校の遠足で、動物園に行ったことがあります。
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(157) 小さい町をたくさん通って行きました。
(158) 町の中には、映画館や、図書館があるので、そこでゆっくりしま

しょう。
(159) ニューヨークは交通の便がいい。
(160) 五番通りをまっすぐ行くと、たくさんお店がありますよ。
(161) 飛行機で日本に帰ります。
(162) 今から、飛んで行きます。
(163) 飛行機や、地下鉄があって、交通の便がいいですねえ。
(164) 私の家には、犬が二ひきいます。
(165) 誕生日のプレゼントに、父が犬を下さいました。
(166) フィフィは、一さいのかわいい子犬です。
(167) 母の日の花はカーネーションです。
(168) 「この花はいかがですか？」と、花屋さんは言いました。
(169) 生け花は、有名な日本の文化です。
(170) 日本人形の髪の毛は、真っすぐで、長いです。
(171) 洋服は、ユニクロが一番好きです。
(172) 和服の女性は、美しいですね。
(173) 紳士服か婦人服の売り場はどこにありますか？
(174) お礼に辞書をあげました。
(175) 会社を辞めようかと考えているんですが、アドバイスをください。
(176) 電子辞書は使いやすい。
(177) お礼はけっこうです。
(178) 礼儀のある学生ですね。
(179) お祝いに、社長に新しい洋服をいただきました。
(180) 誕生日のお祝いに、弟にプレゼントをあげました。
(181) 日本にはたくさん祝日があります。
(182) テストに通ったので、お祝いにレストランで食事をする予定です。
(183) 誕生日のお祝いに、友だちからペンをもらいました。
(184) 子供の誕生を祝う。
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(185) 自転車と、自動車と、どちらの方がはやいですか？
(186) スーパーまで、自転車で行こうと思います。
(187) もう大人なんで、自分でなんでもできます。
(188) いそいでいたら、駅で転んでしまいました。
(189) 今日は、雨がひどいから、仕事には運転しないつもりです。
(190) 日本では、運転免許証はとてもとりにくいです。
(191) 毎日運動しないと、すぐに太ってしまいますよ。
(192) 動物園と美術館では、どちらの方がデートにいいと思いますか？
(193) 昨日、走りすぎて、足が動かなくなってしまいました。
(194) パスポートをなくしたので、大使館まで行かなきゃならないんで

す。
(195) 毎日、パソコンを使って、仕事をしています。
(196) 専攻が写真なんで、いつもカメラを持って歩いています。
(197) 山田さんの家には、古い写真がたくさんありますね。
(198) 次のかどを真っすぐ行くと、市役所が見えますよ。
(199) この真ん中のボタンを押すと、ドアが開きます。
(200) ピカソの絵を買いたいんですが、いくらでしょうか？
(201) 絵を書いたり、写真をとったりするのが好きです。
(202) いつか、日本のファッションの雑誌を読みたいんです。
(203) 地下鉄の駅では、変な雑誌がたくさん売っています。
(204) 音楽やダンスが好きです。
(205) となりの家から変な音が聞こえてきますが、大丈夫ですか？
(206) 音楽は楽しいです。
(207) 山田さんは、旅行に行っているので、犬の世話をします。
(208) 世の中はきびしい。
(209) 世界はひろい。
(210) 日本語の授業を取りたいと思っています。
(211) あの授業は、大変なんで、取らないつもりです。
(212) いっしょに写真を取ってもいいですか？
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1.2 Part II

TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES WITH APPROPRIATE漢字 FOR THE UNDERLINED WORDS [2
POINTS EACH; 6 POINTS]

(213) かいがいに　
す

住　んでいます。
(214) かいがいりょこうが好きです
(215) カフェに行った時、がいこく人に会いました。
(216) 家のそとは寒いです。
(217) りょこうが好きです。
(218) 毎年、りょこうするんですが、今年はできませんでした。
(219) お金があったら、日本のりょかんにとまりたいです。
(220) 図書かんで、毎日、勉強します。
(221) ニューヨークは、　

び しゅつ

美術　かんが　
ゆ う

有　名です。
(222) よていはとくにありません。
(223) 明日のよていはありますか？
(224) テストがあるので、図書かんで勉強するよていです。
(225) 日本に行くけいかくをたてようと思います。
(226) 昨日、りょかんをよやくしました。
(227) りょこうに行く時、ホテルをよやくしました。
(228) やく二千円
(229) 高いとけいがほしいです。
(230) 来年のけいかくはまだありません。
(231) 大きいにもつですね。ひっこしですか？
(232) 食べものは、にくが大好きです。
(233) 飲みものは何にしますか？
(234) しつもんにこたえてください。
(235) あの男の人のなまえをしっていますか？
(236) しりません。
(237) おなまえは何ですか？
(238) りょかんにとまるよていです。
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(239) 二はく三日のりょこうをけいかくしました。
(240) 私のりょこうは、三はく四日です。
(241) パーティがある時は、タクシーにのりましょう。
(242) お酒を飲んだ時は、タクシーにのりましょう。
(243) ハワイ (Hawaii)は、そらとうみともりがきれいです。
(244) そらのたびが好きです。
(245) はやしさんともりさんはどこに行きましたか？
(246) しんりんを　

ま も

守　りましょう。
(247) 　

ひ こ う き

飛行機　にのって、日本まで行くけいかくです。
(248) たくさんのにもつとホテルにつきました。
(249) 日本についたら、　

あ き は ば ら

秋葉原　に行きたいです。
(250) 　

か い ぎ

会議　の時は、スーツをきてください。
(251) 日本語ということばはむずかしい。
(252) 「もうクラスは始まりましたよ。」と先生はいいました。
(253) いい方をまちがえました。
(254) 秋になると、木のはがきれいになります。
(255) はがきは、一枚四十円です。
(256) 日本語は、かんじが一番好きです。
(257) かん　

ぶ ん

文　は、中国のことばです。
(258) 日本語には、三つのもじがあります。
(259) 日本語では、二つの　

す う

数　じの　
か ぞ

数　え方があります。
(260) しつもんがある人は、手をあげてください。
(261) しつが高いダイアモンドを買おうと思います。
(262) このもん　

だ い

題　は、ぜんぜんわかりません。
(263) もう、りょこう会社にとい合わせをしましたか？
(264) JLPTにちょうせんするので、もん　

だ い

題　　
しゅう

集　を買いました。
(265) そつぎょうしたら、大学院に行くつもりです。
(266) けっこんしきには　

だ れ

誰　をよぶつもりですか？
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(267) ここと、そこをむすんでください。
(268) 今の彼とはけっこんしないと思います。
(269) アメリカの大学では、学生はあまりそつぎょう　

ろ ん ぶ ん

論文　を書きません。
(270) 子宝をさずかりました。
(271) 朝起きられなかった時、よくじゅぎょうにおくれてしまいました。
(272) 私の父の仕事は、サービスぎょうです。
(273) そつぎょうしたら、仕事をしなければならないですか？
(274) そつぎょうしきには、両親が来るそうです。
(275) そつぎょうしたら、会社につとめます。
(276) 同じもん題を二回も間ちがえました。
(277) いそいでいたので、ちがう電車にのってしまいました。
(278) パーティーでは、同ぎょう者の人には、あまり会いたくありま

せん。
(279) ちがうことばを話したかったので、日本語のじゅぎょうをとっ

ています。
(280) 書とめでおねがいします。
(281) ラガーディア大学のりゅう学生です。
(282) この　

こ と

事　は、　
こころ

心　にとめておいてください。
(283) とうとう、　

ちょ

貯　金が百万円にたっしました。
(284) 　

りょう り

料理　のたつ人
(285) 電気をあまりつかわないでください。
(286) 最近は、日本にいる友だちにも、e-mailですぐにメッセージを　

で ん

伝　
たつできます。

(287) えい語で電話番号を言えますか？
(288) おきゃくさんに会いにいきます。
(289) このおきゃくさんは、ぜんぜんチップをくれません。
(290) このは書にゆうびん番号を書いて下さい。
(291) 日本のゆうびんはとても安いですね。
(292) ゆうびんきょくに、この小包を持って行ってくれませんか？
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(293) 日本の電車はとてもべん利ですが、高いので　
ざ ん ね ん

残念　です。
(294) 宅配びんとゆうびんと、どちらの方が安くてはやいですか？
(295) NHKは日本のテレビ局です。
(296) 日本のぎん行で、口座をひらきました。
(297) 金のネックレスとぎんのピアス
(298) 二番目だったので、ぎんメダルをもらいました。
(299) 家に帰ったら、メールをおくってもらえませんか？
(300) 友だちが日本に帰るので、そう　

べ つ

別　会をします。
(301) メールがべん利なので、あまり手がみを書きません。
(302) 小さい会社なので、コピー用しもありません。
(303) じゅう所がわからないので、手がみが送れません。
(304) ニューヨークに五年間すんでいます。
(305) すむ所がない人をホームレスといいます。
(306) 田中さんは、ひろくてすてきな所にすんでいます。
(307) 「ものさし」は、　

せ ん

線　をひく時に使います。
(308) ぎん行からお金をひき出します。
(309) 古いひき出しがあるのですが、いりませんか？
(310) ニューヨークで、ひっこしするのは大変です。
(311) もっと日本語をれんしゅうしたいです。
(312) 今日の日本語のクラスでは、会話と　

ぶ ん ぽ う

文法　のれんしゅうをしました。
(313) 田中さんにパーティーのれん　

ら く

絡　をしましたか？
(314) 来年から、スペイン語もならおうと思っています。
(315) 先生、またしゅくだいを出すのを忘れてました。
(316) 今晩、しゅくだいをしなければなりませんか？
(317) 明日、数学のしけんがあるので、勉強します。
(318) 日本の入学しけんは二月にあります。
(319) 明日の日本語の会話しけんは大変です。
(320) やきゅうのし合が日曜日にあるのですが、メンバーがいません。
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(321) 日本の大学のじゅけんは大変ですね。
(322) 　

き ま つ

期末　しけんを早く受けたいのですが、だめですか？
(323) 天ぷらの作り方をおしえてください。
(324) チューターの人も日本語をおしえてくれます。
(325) 今日は、ぶんぽうをおしえます。
(326) 日本語のぶんには　

しゅご

主語　がありません。
(327) 日本のほう　

り つ

律　は六十年前にできました。
(328) このことばのいみがわからないのですが、おしえてもらえませ

んか？
(329) この文のいみを　

せ つ め い

説明　して下さい。
(330) あなたの言っている　

こ と

事　は、いみがありません。
(331) 日本人の学生は、あまりクラスでい見をいいません。
(332) 田中さんが一番になるなんて、ちょっといがいでしたね。
(333) ここの店のラーメンのあじは変ですね。
(334) いし田さんと田中さんは友だちです。
(335) いしの上にも三年。
(336) この近くに駐しゃじょうがありますか？
(337) パーティーのじゅう所まで一人で行けますか？
(338) 会じょうが少し小さかったので、とても暑かったです。
(339) 日本に行ったら、おてらに行きたいです。
(340) まっすぐ行ったら、おてらが見えるので、そこをみぎに曲がって

ください。
(341) はしをわたったら、すぐのところにおてらがあります。
(342) はし本さんと大はしさんはこの町に五年間すんでいます。
(343) ニューヨークは人が多いまちですね。
(344) この町には映画かんがありません。
(345) ニューヨークには、セントラルパークという大きいこうえんがあ

ります。
(346) このミーティングは、全員にこう開されます。
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(347) 動物えんはくさいのできらいです。
(348) 動物えんじゃなくて、遊えん地に行きたい。
(349) 図書かんの近くのちずをみる。
(350) ニューヨークはち下てつでどこにでも行けます。
(351) デパートのち下には、食品売りばがあります。
(352) ニューヨークのち下てつのちずは見やすいです。
(353) 日本では、てつどうでどこにでも行けます、アメリカのてつどう

はあまり良くないです。
(354) グランドセントラルえきはとても有名で大きいえきです。
(355) このみちをまっすぐ行くと、体いくかんに行けます。
(356) 日本で生まれましたが、ニューヨークでそだちました。
(357) インドはどう路が良くないので、交つう事故が多いです。
(358) 家のへやは、全部で三つあります。
(359) ラガーディア大学には学ぶが五つほどあります。
(360) えきのそばの本やで待っています。
(361) や根から雨がもれています。
(362) ニューヨークから各駅停しゃで十分くらいで着きます。
(363) 次のみちをみぎに曲がってください。
(364) えきのひだり側にコンビニがあるので、そこでひだりに曲がっ

てください。
(365) 大学のちかくにおいしいカフェがありませんか？
(366) 最きん、お金がありません。
(367) このホテルは少しこうえんからとおいですね。
(368) 小学校のえん足で、動物えんに行ったことがあります。
(369) 小さい町をたくさんとおって行きました。
(370) まちの中には、映画かんや、図書かんがあるので、そこでゆっ

くりしましょう。
(371) ニューヨークは交つうの便がいい。
(372) 五番どおりをまっすぐ行くと、たくさんお店がありますよ。
(373) ひ行機で日本に帰ります。
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(374) 今から、とんで行きます。
(375) ひ行機や、ち下てつがあって、交つうの便がいいですねえ。
(376) 私の家には、いぬが二ひきいます。
(377) たん生日のプレゼントに、父がいぬを下さいました。
(378) フィフィは、一さいのかわいい子いぬです。
(379) 母の日のはなはカーネーションです。
(380) 「このはなはいかがですか？」と、はな屋さんはいいました。
(381) 生けばなは、有名な日本の文化です。
(382) 日本にんぎょうの髪の毛は、まっすぐで、長いです。
(383) 洋ふくは、ユニクロが一番好きです。
(384) 和ふくの女性は、美しいですね。
(385) 紳士ふくか婦人ふくの売り場はどこにありますか？
(386) お礼にじ書をあげました。
(387) 会社をやめようかと考えているんですが、アドバイスをください。
(388) 電子じ書は使いやすい。
(389) おれいはけっこうです。
(390) れい儀のある学生ですね。
(391) おいわいに、社長に新しい洋ふくをいただきました。
(392) たん生日のおいわいに、弟にプレゼントをあげました。
(393) 日本にはたくさんしゅく日があります。
(394) テストにとおったので、おいわいにレストランで食事をするよてい

です。
(395) たん生日のおいわいに、友だちからペンをもらいました。
(396) 子供のたん生をいわう。
(397) じてんしゃと、じどうしゃと、どちらの方がはやいですか？
(398) スーパーまで、じてんしゃで行こうと思います。
(399) もう大人なんで、じ分でなんでもできます。
(400) いそいでいたら、えきでころんでしまいました。
(401) 今日は、雨がひどいから、仕事にはうんてんしないつもりです。
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(402) 日本では、うんてん免許証はとてもとりにくいです。
(403) 毎日うんどうしないと、すぐに太ってしまいますよ。
(404) 動ぶつえんと美術かんでは、どちらの方がデートにいいと思い

ますか？
(405) 昨日、走りすぎて、足がうごかなくなってしまいました。
(406) パスポートをなくしたので、大しかんまで行かなきゃならないん

です。
(407) 毎日、パソコンをつかって、仕事をしています。
(408) 専攻がしゃしんなんで、いつもカメラを持って歩いています。
(409) 山田さんの家には、古いしゃしんがたくさんありますね。
(410) 次のかどをまっすぐ行くと、市役所が見えますよ。
(411) このまん中のボタンを押すと、ドアが開きます。
(412) ピカソのえを買いたいんですが、いくらでしょうか？
(413) えを書いたり、しゃしんをとったりするのが好きです。
(414) いつか、日本のファッションのざっしを読みたいんです。
(415) ち下てつのえきでは、変なざっしがたくさん売っています。
(416) おんがくやダンスが好きです。
(417) となりの家から変なおとが聞こえてきますが、大丈夫ですか？
(418) おんがくはたのしいです。
(419) 山田さんは、りょこうに行っているので、いぬのせ話をします。
(420) よの中はきびしい。
(421) せ界はひろい。
(422) 日本語のじゅぎょうをとりたいと思っています。
(423) あのじゅぎょうは、大変なんで、とらないつもりです。
(424) いっしょにしゃしんをとってもいいですか？
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2 SECTION II: VERB/ADJECTIVE CONJUGATION

CHANGE THE VERB OR ADJECTIVE INTO AN APPROPRIATE CONJUGATION FORM. [1 POINT EACH; 20
POINTS].

(425) [大きい]なりました。

(426) [べんきょうする]時、　
お ん が く

音楽　を聞きます。
(427) 週末は、 [ゲームする]り、 [テレビを見る]

りします。
(428) 電気を [けす]くださいませんか。
(429) 本を [読む]いただけませんか。
(430) [小学生]時、たくさん勉強しました。
(431) 明日、LOSTを [見る]らどうですか？
(432) 今、朝ご飯を [食べる]います。

(433) 先生は、　
か ん こ く

韓国　語を [話す]そうです (I heard)
(434) クイーンズ大学は、 [たいへんな]そうです (it seems)
(435) 来年、 [結婚する]つもりです。
(436) へんな食べものを [食べる] 、おなかがいたくな

りました。
(437) 明日、雨が [ふる]と思います。
(438) [ゆうめいな]なりました。
(439) 10月に雪が [ふる]ことがあります。
(440) はやく [寝る]ら、元気になりました。
(441) にんじん (carrot)は [切る]でください。
(442) パーティーがあるので、ワインを [持つ]いきます。
(443) すぐに行くので [待つ]いただけませんか。
(444) 二年間、日本語を [勉強する]きました。

(445) [　
ね こ

猫　]ら、一日中、寝ています。

(446) 車を [　
う ん て ん

運転　する]ましょうか
(447) [すてきだ]ら、買おうと思います。
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(448) [　
しゅく だ い

宿題　する]いきます。
(449) 日本に [行く]ら、すしを食べます。
(450) クラスに、おくれて [来る]はだめです。
(451) 日本では、あいさつする時、 [キスする] はいけま

せん。
(452) 今日は　

や す

休　みだから、はやく [　
お

起　きる] なくてもいい
です。

(453) [　
しゅく だ い

宿題　する]なくちゃならない。

(454) 今日は、LOSTを [　
み

見　る]なくてはなりません。

(455) 日本語の [　
べ ん きょう

勉強　する]なきゃいけません。
(456) 私は [学生]し、お金があまりありません。
(457) 日本では [食べる]ながら、電車に乗ってはだめです。

(458) 今日は、 [　
いそが

忙　しい]し、学校は休もう。

(459) テレビを [見る]ながら、　
りょう し ん

両親　と話しました。

(460) 学校に [行く] なら、7トレインは　
う ご

動　いていないよ。
(動く = move, in service)

(461) [ひまな]なら、　
て つ だ

手伝　ってください。
(462) ドアが あける /あく 。
(463) 田中さんが、ドアを あける /あく 。
(464) 田中さんが、　

ま ち が

間違　いを なおす /なおる 。
(465) おゆが わく /わかす 。
(466) クラスが、 はじまる /はじめる 。
(467) 田中さんが子供を おこす /おきる 。
(468) 田中さんの　

ま ち が

間違　いが なおす /なおる 。
(469) 田中さんが電気を きえる /けす 。
(470) 田中さんの病気が なおる /なおる 。
(471) 田中さんが、クラスを はじまる /はじめる 。
(472) 田中さんが、おゆを わく /わかす 。
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(473) 田中さんが、せいせきを あげる /あがる 。
(474) 田中さんが電気を つける /つく 。
(475) まどが あける /あく 。
(476) 田中さんがまどを あける /あく 。
(477) 田中さんが、病気を なおる /なおる 。
(478) 電気が きえる /けす 。
(479) 電気が つける /つく 。
(480) パーティに人が あつまる /あつめる 。
(481) 田中さんのせいせきを あげる /あがる 。
(482) 子供が おこす /おきる 。
(483) 田中さんが、パーティに人を あつまる /あつめる 。
(484) もう /まだ 昼ごはんを食べていません。
(485) もう /まだ 昼ごはんを食べました。
(486) もう /まだ 電気をけしましたか？
(487) レストランで [食べる]かうちで [食べる]

か決めていません。
(488) 田中さんが学校に [行く]か聞いてください。
(489) おなかが痛いので、 [何]食べたくないです。
(490) おなかがすいているので、 [何]食べられます。(お

なかがすいている = be hungry)

(491) 　
きゅうりょう

給料　がいい仕事だったら、 [どこ]働きます。(　
きゅうりょう

給料　
= salary;働く = work)

(492) [　
だ れ

誰　]いいので、手伝ってください。

(493) 学校に [行く] なら、7トレインは　
う ご

動　いていないよ。
(動く = move, in service)

(494) [ひまな]なら、　
て つ だ

手伝　ってください。
(495) おなかが痛いので、 [何]食べたくないです。

(496) [　
だ れ

誰　]いいので、手伝ってください。

(497) [　
で ん わ

電話　する]から行きます。
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(498) このボタンを [おす]と、　
で ん き

電気　がつきます。

(499) 　
わたし

私　は、　
ち ち

父　に　
と け い

時計　を [GIVE]。

(500) 　
わたし

私　の　
おとうと

弟　は、　
しゃちょう

社長　にプレゼントを [GIVE]。

(501) 　
わたし

私　の　
いもうと

妹　は、　
わたし

私　のおばあさんから　
ね こ

猫　を [RECEIVE]
。

(502) マクルア先生は、　
わたし

私　に　
しょうたいじょう

招待状　を [GIVE]。

(503) 　
わたし

私　は、友だちから本を [RECEIVE]。

(504) 私は、　
そ つ ぎょう

卒業　　
い わ

祝　いに、　
くるま

車　が [WANT]。

(505) 田中さんは、　
は は

母　の日に、　
は な

花　が [WANT]。

(506) 田中さんは、　
ら い ね ん

来年　の　
た ん じょう び

誕生日　に、ケーキとピザを
[WANT +食べる]。

(507) 私は、田中さんに、この　
て が み

手紙　を [WANT +見る]
。

(508) 私は、田中さんに、　
りょう し ん

両親　に [DON’T WANT +　
あ

会　う]
。

(509) 　
か ん じ

漢字　は、 [EASY TO　
ま ち が

間違　う]。

(510) この　
も ん だ い

問題　は、 [NOT EASY TO　
は な

話　す]。

(511) ケーキは、 [EASY TO　
つ く

作　る]と　
お も

思　う。

(512) 山田さんは、 [NOT HARD TO　
は な

話　す]から、たく
さん友だちがいます。

(513) メアリーさんの　
か

書　く　
に ほ ん ご

日本語　は、 [HARD TO　
よ

読　む]
かもしれない。

(514) 　
い ぬ

犬　に、 えさを [TOO MUCH +あげる] ないでく
ださい。

(515) [NOT TOO MUCH +　
の

飲　む]ほうがいいですよ。
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3 SECTION III: TRANSLATION

TRANSLATE THE FOLLOWING ENGLISH SENTENCES INTO JAPANESE. PAY ATTENTION TO THE
ENGLISH TRANSLATION IN THE BOLD FACE. [2 POINTS EACH; 36 POINTS]

(516) I want to eat either sushi or udon.

(517) Please read it by either Monday or Tuesday.

(518) May I come either at 5 or 6 o’clock?

(519) You have to have either your driver’s license or student ID.

(520) Tanaka is not here today. He is probably either busy or ill.

(521) As for the party, it will be (held) either at a restaurant or a bar.

(522) Please bring either a blue pen or a black pen.

(523) I think I will make either pasta or steak.

(524) Could you teach me either how to make a cake or how to make a pie?

(525) Please ask whether or not I took a wrong way（道を間違えた）.

(526) I want to know whether or not I will be able to get an A.

(527) Please see/check whether or not the light is on.

(528) Please see/check whether or not the door is closed.

(529) Please see/check whether or not the door has been closed.

(530) I don’t know whether or not I like Tanaka.

(531) I don’t know whether or not I should go on a date with Tanaka.

(532) Please ask Yamada whether or not he wants to marry Suzuki.

(533) I want to know whether or not there will be a quiz tomorrow.

(534) Please tell me whether or not you are busy tomorrow.

(535) Please tell me whether or not the movie was good.

(536) Please tell me whether or not your illness healed.

(537) Do you know when Tanaka is coming?

(538) I want to know what kind of food Tanaka doesn’t like

(539) Please tell me where the party is going to be held.

(540) Please ask Tanaka who he invited to the party.

(541) I know who got an A+.

(542) I want to know where Tanaka went.

(543) I have to think when I want to get married.

(544) I forgot what the homework was.

(545) I forgot by when I had to submit the homework.

(546) You’d better consult with the teacher before deciding on college. (use～ておく or～てある)

(547) I left some cake for Mr. Tanaka. (use～ておく or～てある)

(548) Since I heard that it would rain tonight, please close the window before going to bed. (use～
ておく or～てある)

(549) Since I’ve never been to Mr. Tanaka’s house, I will check a map before going. (use～ておく or
～てある)

(550) I fixed tea (おちゃをいれる) for you. (use～ておく or～てある)
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(551) You’d better get your driver’s license before graduating from high school. (use～ておく or～
てある)

(552) I will be all right because I made a reservation at the restaurant. (use～ておく or～てある)

(553) Please think about the answer to this question/problem (もんだい) by tomorrow. (use～てお
く or～てある)

(554) Since Mr. Tanaka is coming, please make a cake. (use～ておく or～てある)

(555) As for the issue about college, it has been consulted with the teacher. (use ～ておく or ～て
ある)

(556) Cake has been left for Mr. Tanaka. (use～ておく or～てある)

(557) Since I heard that it would rain tonight, the window has been closed. (use ～ておく or ～て
ある)

(558) As for Mr. Tanaka’s house, it has been found on a map. (use～ておく or～てある)

(559) Tea has been fixed for you. (use～ておく or～てある)

(560) A driver’s license has been obtained. (use～ておく or～てある)

(561) A restaurant reservation has been made. (use～ておく or～てある)

(562) The answer to this question/problem has been thought about. (use～ておく or～てある)

(563) The place of the party has been decided. (use～ておく or～てある)

(564) I’m studying Japanese to make Japanese friends. (useため)

(565) I’ve been saving money to buy a new car. (useため)

(566) We’ll hold a party tomorrow for our father. (useため)

(567) I’ll quit smoking for my health. (useため)

(568) This is a computer room for the students of Japanese language. (useため)

(569) I turned off the light to watch a movie. (useため)

(570) I turned on the light to read a book. (useため)

(571) I bought a dress for the wedding ceremony. (useため)

(572) What are you studying Japanese for? (useため)

(573) My boyfriend will do anything for me. (useため)

(574) I want to have a part time job that will be good for me. (useため)

(575) Since the weather was bad, the concert at Central Park was cancelled (中止になりました) . (use
ため)

(576) Since I caught a cold, I couldn’t attend the class. (useため)

(577) Since I don’t have a license, I cannot drive. (useため)

(578) Since I was still a high school student that time, I couldn’t go to a bar. (useため)

(579) Since it is dangerous, please don’t enter here. (useため)

(580) Because of the illness, I cannot go travel. (useため)

(581) Because of rain, the baseball game will be cancelled (中止です) . (useため)

(582) Since I slept with the window open, I caught a cold. (useため)

(583) Since my father’s job changed, we moved (ひっこしました). (useため)

(584) Please ask whether or not I took a wrong way (　
みち
道　を　

まちが
間違　えた).

(585) I want to know whether or not I will be able to get an A.

(586) Please see/check whether or not the light is on.
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(587) Please see/check whether or not the door is closed.

(588) Please see/check whether or not the door has been closed.

(589) I don’t know whether or not I like Mr. Tanaka.

(590) I don’t know whether or not I should go on a date with Mr. Tanaka.

(591) Please ask Mr. Yamada whether or not he wants to marry Mr. Suzuki.

(592) I want to know whether or not there will be a quiz tomorrow.

(593) Please tell me whether or not you are busy tomorrow.

(594) Please tell me whether or not the movie was good.

(595) Please tell me whether or not your illness healed.

(596) Do you know when Mr. Tanaka is coming?

(597) I want to know what kind of food Mr. Tanaka doesn’t like

(598) Please tell me where the party is going to be held.

(599) Please ask Mr. Tanaka who he invited to the party.

(600) I know who got an A+.

(601) I want to know where Mr. Tanaka went.

(602) I have to think when I want to get married.

(603) I forgot what the homework was.

(604) I forgot by when I had to submit the homework.

(605) I will have breakfast at home and then go to school. (use auxiliary verb)

(606) I will clean the apartment and go to work. (use auxiliary verb)

(607) I will do homework and then go to the Japanese class. (use auxiliary verb)

(608) I’m tired. Let’s take a rest here and leave for the station. (use auxiliary verb)

(609) I brought my driver’s license (use　
も
持　つ). (use auxiliary verb)

(610) I drive to the post office. (use　
の
乗　る). (use auxiliary verb)

(611) I brought my friends to school. (use auxiliary verb)

(612) I will continue to study Japanese in the future (=これからも) (use auxiliary verb)

(613) I will continue to call you in the future. (use auxiliary verb)

(614) I came to school after having breakfast. (use auxiliary verb)

(615) I came to work after cleaning my apartment. (use auxiliary verb)

(616) I came to the Japanese class after doing my homework. (use auxiliary verb)

(617) I was tired. I came to the Japanese class after taking a rest. (use auxiliary verb)

(618) Please bring your driver’s license. (use auxiliary verb)

(619) Please drive to the post office. (use auxiliary verb)

(620) Please bring your friends to school. (use auxiliary verb)

(621) I studied Japanese. (use auxiliary verb)

(622) I kept calling you from the morning. (use auxiliary verb)

(623) I received a book from my mother for my birthday.

(624) My sister received gift certificates from my friend Mariko as a wedding gift.

(625) I heard that I would receive a Christmas gift from Mr. Tanaka (socially equal).
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(626) The president said that my father would receive an invitation card.

(627) Mr. Tanaka intends that Mr.Yamada (socially superior) will receive a book as a thank you gift

(お　
れい
礼　に).

(628) Mr. Tanaka would like that the president would receive a souvenir.

(629) My girlfriend received earrings from Mr. Tanaka on Valentine’s Day.

(630) My brother received a a wristwatch from my friend Takashi as a graduation gift.

(631) Nagano-sensei is going to receive sweets from my friend.

(632) Mr. Yamada (socially superior) received a thank-you card from Mr. Tanaka (socially equal).

(633) Mr. Tanaka think he would receive liquor from Mr. Yamada (socially superior).

(634) I heard that my father received wine from his boss (　
じょうし
上司　).

(635) Mr. Tanaka received an invitation card from college.

(636) I think my friend received a letter from the teacher.

(637) I received a ring from my boyfriend for Christmas.

(638) Since I received a book from the teacher, I think I want to give him a thank you card (お
(639) I’d like you to take a look at this letter. (use verb of receiving)

(640) I want my students to study more. (more =もっと) (use verb of receiving)

(641) I want my girlfriend to see me more (often). (use verb of receiving)

(642) I wanted you to talk to me more. (use verb of receiving)

(643) I want my boyfriend to see my parents. (use verb of receiving)

(644) I want Mr. Tanaka to come to New York. (use verb of receiving)

(645) Mr. Yamada was saying that he wants his father to buy him a computer. (use verb of receiving)

(646) What do you want me to do?! (use verb of receiving)

(647) I don’t want my teacher to meet my father. (use verb of receiving)

(648) The teacher doesn’t want his students to be absent from class. (use verb of receiving)

(649) a college called LaGuardia Community College

(650) a hotel called Hilton

(651) Japanese food called sushi

(652) Do you know a Japanese anime called "doraemon" (ドラえもん)?

(653) I know a Japanese anime called "doraemon".

(654) I don’t know a Japanese anime called "doraemon".

(655) Do you know Japanese food called "udon"?

(656) I know Japanese food called "udon".

(657) I don’t know Japanese food called "udon".

(658) A person called Mr. Yamada came here.

(659) A person called Mr. Yamada was looking for the teacher.

(660) I’ll be waiting for you at the restaurant called "Azusa".

(661) I’ll stay at a hotel called "Kitano".

(662) The class will end in 5 minutes.

(663) Spring semester starts in 2 weeks.

(664) We’ll get to the station in another 5 minutes.
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(665) We’ll get to the airport in another hour.

(666) I’m studying now, but I’ll go to bed in another 30 minutes.

(667) I’ll get up in 5 minutes!

(668) Another 10 points and I will be able to get an A.

(669) Another 15 minutes and it will be 10 o’clock.

(670) These pens were 5 dollars for 10.

(671) These flowers were 10 dollars for 12.

(672) These oranges were 3 dollars for 5.

(673) I bought these jeans for 20 dollars.

(674) I bought this jacket for 50 dollars.

(675) I get lonely (さみしくなる) when it gets dark. (use～と)

(676) Cherry blossoms bloom when spring comes. (use～と)

(677) I eat a lot when it becomes cold. (use～と)

(678) You’ll catch a cold if you don’t wear a jacket. (use～と)

(679) That professor gets angry whenever I make a mistake. (use～と)

(680) If you click here, you can go to the page that you are looking for. (use～と)

(681) When you get off the bus, you’ll see the hospital right in front of your eyes. (use～と)

(682) You’ll get well if you take this medicine. (use～と)

(683) Whenever I eat at this restaurant, I get sick. (use～と)

(684) If you turn left, you’ll see my house. (use～と)

(685) I found a job after graduating from college. (use～てから)

(686) Please call me after getting off the bus. (use～てから)

(687) Please call me after leaving the station. (use～てから)

(688) I will go home after running in the park. (use～てから)

(689) Let’s leave after this song ends. (use～てから)

(690) Let’s go out after eating. (use～てから)

(691) Where did you go after leaving the restaurant? (use～てから)

(692) What were you doing after I went to bed? (use～てから)

(693) You should go to class after doing your homework. (use～てから)

(694) Let’s take a cab after walking for another 5 minutes. (use～てから)

(695) He should return home by 5 o’clock. (use～はず)

(696) He should be arriving in 15 minutes. (use～はず)

(697) She should be good at cooking. (use～はず)

(698) She should be able to drive. (use～はず)

(699) This movie is supposed to be interesting. (use～はず)

(700) Mr. Tanaka must have been here. (use～はず)

(701) This train is not supposed be express. (use～はず)

(702) If (you are talking about, you are looking for, etc.) professor Nagano, he is in his office. (use～
なら)

(703) If it does not rain tomorrow, I will play tennis. (use～なら)
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(704) If you do not know how to make a cake, shall I make one? (use～なら)

(705) If you cannot play tennis, I will teach you. (use～なら)

(706) If you have a cold, you should not go to school. (use～なら)

(707) My mother gave me a book for my birthday. (use verb of giving)

(708) My friend Mariko gave my sister gift certificates as a wedding gift. (use verb of giving)

(709) I heard that Tanaka (socially equal) would give me a Christmas gift（クリスマスプレゼント）.
(use verb of giving)

(710) The president said that he would give my father an invitation card. (use verb of giving)

(711) I intend to give Mr.Yamada (socially superior) a book as a thank you gift（お　
れい
礼　に）. (use verb

of giving)

(712) I would like to give a souvenir to the president. (use verb of giving)

(713) I gave my girlfriend earrings on Valentine’s Day. (use verb of giving)

(714) My friend Takashi gave my brother a wristwatch as a graduation gift. (use verb of giving)

(715) My friend is going to give sweets to Professor McClure. (use verb of giving)

(716) Tanaka (socially equal) gave Mr. Yamada (socially superior) a thank you card. (use verb of
giving)

(717) I think Mr. Yamada (socially superior) will give Yamada (socially equal) liquor. (use verb of
giving)

(718) I heard that My father received wine from his boss（　
じょうし
上司　）. (use verb of giving)

(719) I got an invitation card from college. (use verb of giving)

(720) I think my friend got a letter from the teacher. (use verb of giving)

(721) I got a ring from my boyfriend for Christmas. (use verb of giving)

(722) Since I received a book from the teacher, I think I want to give him a thank you card（お礼の
カード）.

(723) These sneakers are easy to run in.

(724) I think it’s easy to make a cake.

(725) I don’t think it is easy to go up to Queens College from Tanaka’s apartment.

(726) Professor Tanaka’s class was easy to understand.

(727) It is easy to make a mistake in this Chinese character.

(728) Spring weather is easy to change.

(729) It is easier to study at the library than at home.

(730) This issue is not easy to talk about.

(731) I think these shoes are hard to put on.

(732) Since Yamada is hard to talk to, he doesn’t have any friends.

(733) This pen is expensive but hard to write with.

(734) This pen is cheap and hard to write with.

(735) The teacher’s talk was hard to listen.

(736) Since it is hard to listen, could you call me again after you leave the restaurant?

(737) I don’t think your handwriting is hard to read.

(738) I think your handwriting is not hard to read.

(739) May I try seeing inside? (use～し)
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(740) May I try using this umbrella? (use～し)

(741) You should try talking to your Japanese teacher. (use～し)

(742) I might try buying a new computer. (use～し)

(743) I heard that Tanaka-san tried eating strange food. (use～し)

(744) I have tried traveling in Europe. (use～し)

(745) Let’s try driving his car. (use～し)
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4 SECTION IV: DIRECTIONS
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(746) Give directions to the various places from Kyoto Station
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5 SECTION V: VOCABULARY

5.1 Part I

　
しつもん
質問　に　

こた
答　えてください。

(747) 　
かいがいりょこう

海外旅行　に行くときに　
ひ つ よ う

必要　です。

(748) 車を　
う ん て ん

運転　するときに必要です。

(749) 大学の学生はみんな持っています。

(750) 日本に住んでいるアメリカ人はみんな持っています。

(751) 　
て が み

手紙　を入れるものです。

(752) お金を　
か

借　りたり、あずけたりするところです。

(753) 日本で、サインのかわりに　
つ か

使　うものです。(かわりに= in place of)

(754) 　
こ と ば

言葉　の grammarです。

(755) 大学で　
じゅぎょう

授業　に行くためのお金です。

(756) 　
ぶ ん

文　を　
げんこうようし

原稿用紙　に書くことです。

(757) 大学がおわることです。

(758) 　
がっき

学期　の終わりにあるテストです。

(759) 中国からきた　
も じ

文字　です。

(760) 　
う た

歌　ったりすることです。
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(761) 本がたくさんあったり、勉強できたりするところです。

(762) 　
か い が い

海外　で勉強することです。

(763) テキストブックのことです。

(764) カフェテリアのことです。

(765) 大学の先生の仕事です。

(766) 　
て が み

手紙　を出すときに　
ひ つ よ う

必要　です。

(767) ZIP codeのことです。

(768) 住んでいる　
ば しょ

場所　のことです。

(769) 　
じ こ

事故　やけがをした時に、お金をはらってくれます。

(770) アメリカでは、　
は ん こ

判子　ではなくて、これを使います。

(771) 銀行で　
ひ ら

開　けます。

(772) アメリカのお金です。

(773) 銀行で、お金がないときにすることです。

(774) 銀行で、お金があるときにすることです。

(775) いそいでいる時に、手紙はこれで出します。

(776) 　
りょこ う

旅行　した時に、ときどき家族に書きます。
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(777) これをしないと、テストで　
た い へ ん

大変　です。

(778) 英語では、feeといいます。

(779) 英語では、postcardといいます。

(780) 英語では、meaningといいます。

(781) 川のちかくにあります。

(782) バスが来るところです。

(783) 二つの　
み ち

道　が交わるところです。

(784) 　
くるま

車　にガソリンを入れるところです。

(785) パスポートがなくなった時に行くところです。

(786) 　
み ち

道　が分からない時に便利なものです。

(787) 　
え い が

映画　を見るところです。

(788) いろいろ買い物をするところです。

(789) 　
くるま

車　を置いておくところです。

(790) 　
ふ ね

船　が止まるところです。

(791) 日本にはデリじゃなくて、これがたくさんあります。

(792) 　
ど う ぶ つ

動物　がたくさんいるところです。
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(793) 町にひとつづつあります。

(794) 　
あ か

赤　と、　
き い ろ

黄色　と、　
あ お

青　でできています。

(795) 車や人が　
と お

通　るところです。

(796) 　
さかな

魚　が　
う

売　っているところです。

(797) 　
は な

花　が　
う

売　っているところです。

(798) 本が　
う

売　っているところです。

(799) お金を　
あ ず

預　けたり、引き出したりするところです。

(800) 毎月、買う　
で ん しゃ

電車　の　
じょう しゃけ ん

乗車券　です。

(801) 十枚でかう　
で ん しゃ

電車　の　
じょう しゃけ ん

乗車券　です。

(802) 学生だと、　
で ん しゃ

電車　の　
じょう しゃけ ん

乗車券　が安くなります。

(803) 　
え き

駅　にいつも止まる　
で ん しゃ

電車　です。

(804) 　
え き

駅　に　
と き ど き

時　々とまる　
で ん しゃ

電車　です。
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5.2 Part II

1, 2, 3, 4からいちばんいいものを一つえらびなさい。[1 POINT EACH; 20 POINTS]

(805) 日本に を　
お く

送　ります。
1. ゆうびんきょく 2. ちょきん 3. こづつみ 4. ポスト

(806) 　
に ほ ん

日本　への　
て が み

手紙　の は、90セントです。
1. はんこ 2. こうざ 3. こづつみ 4. きって

(807) 　
ふ な び ん

船便　は、　
たっきゅう び ん

宅急便　より です。
1. おそい 2. おもい 3. かるい 4. はやい

(808) で　
お く

送　ったので、日本に一ヶ月で　
つ

着　きます。
1. きって 2. ふなびん 3. ふうとう 4. たっきゅうびん

(809) Fedexはアメリカの です。
1. きって 2. ふうとう 3. たっきゅうびん 4. こうくうび
ん

(810) 日本で　
ぎんこうこうざ

銀行口座　を　
ひ ら

開　くには、 がいります。(いり
ます = require)
1. ふうとう 2. サイン 3. めんきょ 4. はんこ

(811) 　
が い こ く じ ん

外国人　は、日本では を　
も

持　っていなければならな
い。
1. めんきょ 2. ふつうよきん 3. とうろくしょう 4. うん
てんめんきょ

(812) お　
か ね

金　がないので、　
ぎ ん こ う

銀行　でお　
か ね

金　を 。
1. 2. 3. 4.

(813) 車の　
う ん て ん

運転　をするには、 がいります。(いります =
require)

Tomonori Nagano 　
に ほ ん ご
日本語　 104　

きまつしけん
期末試験　

Final exam (Practice Questions)
34 of 43



LaGuardia CC - Edu. & Lang. Acquisition Dept. ELJ104 - Intermediate Japanese 2

1. めんきょしょう 2. サイン 3. ふつうこうざ 4. とうろく
しょう

(814) ぼうえき　
が い しゃ

会社　は、　
が い こ く

外国　にものを 、　
か

買　ったりしま
す。(外国 = foreign countries)
1. すんだり 2. うったり 3. つくったり 4. しらべたり

(815) になるので、　
ぜ い き ん

税金　のことを勉強します。(税金 =
tax)
1. エンジニア 2. べんごし 3. しゃちょう 4. かいけいし

(816) 朝のセクションから昼のセクションに　
じゅぎょう

授業　を と
思います。
1. おくれる 2. かえる 3. うける 4. おとす

(817) 　
と しょか ん

図書館　に入るには、 を見せないといけない。
1. がくせいしょう 2. じゅぎょうりょう 3. せいせき 4.
さくぶん

(818) 　
に ほ ん

日本　に　
つ

着　いたら、ドルを　
え ん

円　に 。
1. かえます 2. かいます 3. かります 4. かします

(819) パスポートをとるには、 がいります。
1. めんきょしょう 2. ぎんこう 3. サイン 4. はんこ

(820) 　
に ほ ん ご

日本語　の を　
か

書　きました。
1. さくぶん 2. せいせき 3. かいわ 4. れんしゅう

(821) 　
な つ や す

夏休　みに、　
じゅぎょう

授業　を
1. うけます 2. かえます 3. わすれます 4. おくれます

(822) 　
に ほ ん

日本　の　
だ い が く

大学　の は　
た か

高　いです。
1. がくせいしょう 2. だいがくいんせい 3. じゅぎょうりょ
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う 4. がっき

(823) 　
に ほ ん

日本　では、あいさつする　
と き

時　、 ほうがいいです。
1. おじぎした 2. くつをぬいだ 3. キスをした 4. あくしゅ
した

(824) オフィスを　
は い

入　る　
と き

時　、 ください。
1. おじぎして 2. ノックして 3. あくしゅして 4. うんどう
して

(825) おさけを　
か

買　う　
と き

時　は、 を　
み

見　せてください。
1. めんきょしょう 2. せんこう 3. さくぶん 4. じゅぎょ
うりょう

(826) 　
わたし

私　の　
がっこ う

学校　では、 は　
じゅう ご しゅう か ん

十五週間　あります。
1. がっき 2. せいせき 3. せんせい 4. セクション

(827) 　
しゅく だ い

宿題　をぜんぜん　
だ

出　してなかったので、 があまり
よくなかった。
1. レポート 2. かいわ 3. しけん 4. せいせき

(828) 　
は な

話　すのが　
じょう ず

上手　じゃないので、 はきらいです。
1. レポート 2. さくぶん 3. かいわ 4. テスト

(829) あのセクションは、　
あ さ

朝　　
は や

早　いので、いつも　
じゅぎょう

授業　に
1. うけます 2. かまいます 3. わすれます 4. おくれます

(830) 大人になったら、大きい　
か い しゃ

会社　の になりたい。
1. きゅうりょう 2. けんきゅう 3. しゃちょう 4. せんせ
い

(831) いつか　
に ほ ん

日本　の　
だ い が く

大学　で です。
1. べんきょうしたい 2. りゅうがくしたい 3. アルバイトし
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たい 4. けっこんしたい

(832) が　
や す

安　い　
し ご と

仕事　はしたくないです。
1. いしゃ 2. かいしゃ 3. きゅうりょう 4. じぶん

(833) 　
だ い が く

大学　を　
そ つ ぎょう

卒業　したら、　
か い しゃ

会社　で つもりです。
1. かんがえる 2. しゅうしょくする 3. うちをたてる 4. そ
うだんする

(834) 　
しょう し ん

両親　には、　
だ い が く

大学　の に　
き

来　てほしいです。
1. かいじょう 2. しょうたいじょう 3. そつぎょうしき 4.
けっこんしき

(835) 明日パーティーがあるので、パーティーの をし
ます。
1. そうだん 2. しき 3. しょうたい 4. じゅんび

(836) の　
し ご と

仕事　は、　
きゅうりょう

給料　がいいはずです。
1. いしゃ 2. ほんや 3. わかいひと 4. さかなや

(837) になるには、法学部をでなければなりません。
(法学部 = law school)
1. エンジニア 2. べんごし 3. せんせい 4. しゃちょう

(838) 　
くるま

車　を にとめます。
1. ターミナル 2. ちゅうしゃじょう 3. かわ 4. しやくしょ

(839) Visaをとりに、 に行かないといけません。
1. しやくしょ 2. たいしかん 3. こうさてん 4. おうだんほ
どう

(840) 車がおおいので、この はあぶない。(あぶない =
dangerous)

Tomonori Nagano 　
に ほ ん ご
日本語　 104　

きまつしけん
期末試験　

Final exam (Practice Questions)
37 of 43



LaGuardia CC - Edu. & Lang. Acquisition Dept. ELJ104 - Intermediate Japanese 2

1. つきあたり 2. かど 3. こうさてん 4. みち

(841) ガソリンがないので、 に行きたいです。
1. ガソリンスタンド 2. ガスターミナル 3. ガスステーショ
ン 4. ステーション

(842) こちら　
が わ

側　に　
く

来　るには、　
こ う さ て ん

交差点　を ください。
1. おりて 2. とまって 3. わたって 4. のって

(843) 　
あ か

赤　ですので、　
し ん ご う

信号　で ください。
1. とまって 2. とおって 3. わたって 4. まがって

(844) この　
で ん しゃ

電車　は ですので、はやいはずです。
1. きゅこう 2. ふつう 3. ちかてつ 4. かくえきていしゃ

(845) 　
に ほ ん

日本　には、 で行けます。
1. とっきゅう 2. ひこうき 3. かくえきていしゃ 4. きゅ
うこう

(846) 　
こ

子　どもが、　
い ぬ

犬　の を　
も

持　っています。
1. せっけん 2. うでどけい 3. おかし 4. ぬいぐるみ

(847) プレゼントをいただいたので、 を　
か

書　きます。
1. おしょうがつ 2. おかね 3. プレゼント 4. おれい

(848) 　
た な か

田中　さんが　
びょう き

病気　だそうですので、 に　
い

行　きましょ
う。
1. おいわい 2. おみまい 3. おかし 4. おもちゃ

(849) 　
ほ ん

本　は、 が　
す

好　きです。
1. うでどけい 2. おせいぼ 3. しょうせつ 4. ゆびわ

(850) 　
しゃちょう

社長　 から Barns & Noblesの をいただきまし
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た。
1. せっけん 2. しょうひんけん 3. にんぎょう 4. おちゃ

(851) 1月 1日ですので、　
こ ど も

子供　に をやります。
1. チョコレート 2. はちうえ 3. おとしだま 4. おさけ

(852) パーティーをするので、 を　
お く

送　ります。
1. うでどけい 2. おいわい 3. しょうたいじょう 4. おれ
い

(853) 先生、　
しゅく だ い

宿題　を　
て つ だ

手伝　って
1. くれない？ 2. くれますか？ 3. だろう？ 4. いただけ
ませんか？

(854) 　
びょう い ん

病院　ですので、ここでは大きい声で ください。
1. はなして 2. はなさないで 3. はなないで 4. はなしで

(855) お　
ゆ

湯　をわかして、コーヒーを ましょうか。
1. 　

い

入　れ 2. 　
い

入　れる 3. 　
い

入　れて 4. 　
い

入　れない

(856) 　
べ ん きょう

勉強　 でクラスに来ました。
1. しよう 2. します 3. しない 4. した

(857) 家に ら、　
で ん わ

電話　します。
1. 　

か え

帰　った 2. 　
か え

帰　って 3. 　
か え

帰　る 4. 　
か え

帰　

(858) 二年前から、日本語を　
べ ん きょう

勉強　して 。
1. いきました 2. みました 3. きました 4. みます

(859) たばこを いけない。
1. すう 2. すっちゃ 3. すった 4. すわない
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(860) 子どもは　
げ ん き

元気　 いけない。
1. で 2. じゃなくては 3. じゃなくなくては 4. なくでは

(861) ゲームを いけない。
1. するは 2. して 3. する 4. しては

(862) コーヒーを ながら、　
べ ん きょう

勉強　します。
1. 　

の

飲　ん 2. 　
の

飲　んで 3. 　
の

飲　 4. 　
の

飲　み

(863) 私のうちは、川の向こうなので、 を　
わ た

渡　らないと
いけません。
1. 山 2. 　

か ど

角　 3. 　
し ん ご う

信号　 4. 　
は し

橋　

(864) 寝すぎたので、一時の授業におくれました。
1. 授業に行きませんでした。
2. 一時に授業に行きました。
3. 十二時半に授業に行きました。
4. 一時半に授業に行きました。

(865) 日本に行ったら、　
ぎ ん こ う

銀行　で　
こ う ざ

口座　を　
ひ ら

開　かなければならない。
1. お金をあずけないといけない。
2. ドルをかえなければならない。
3. はんこを作らなければならない。
4. 　

め ん きょしょう

免許証　をもらわなければならない。

(866) すぐに使いたいので、こうくうびんでおくってください。
1. 早くおくってください。
2. ふねでおくってください。
3. ひこうきでおくってください。
4. ふうとうでおくってください。

(867) 　
しょう がっこ う

小学校　の　
ど う そ う か い

同窓会　がありました。
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1. 学校がおわりました。
2. ふるい友だちに会いました。
3. パーティーをしました。
4. そうじしました。

(868) 日本語のテストで　
か ん じ

漢字　を　
ま ち が

間違　えました。
1. 　

か ん じ

漢字　を勉強しました。
2. 　

か ん じ

漢字　をおぼえました。
3. 　

か ん じ

漢字　を知りませんでした。
4. 　

か ん じ

漢字　を書きました。

(869) パーティーをしたら、たくさん人があつまりました。
1. 友だちが来ませんでした。
2. 友だちを　

しょう た い

招待　しました。
3. 大きいパーティでした。
4. たのしいパーティーでした。

(870) 　
きゅう こ う

急行　に　
の

乗　ったら、　
え き

駅　に止まりませんでした。
1. 行きたい　

え き

駅　は、　
ふ つ う

普通　だけとまります。
2. 　

で ん しゃ

電車　で寝ていました。
3. 　

で ん しゃ

電車　を　
ま ち が

間違　えました。
4. 行きたい　

え き

駅　が、わかりませんでした。

(871) 　
は る や す

春休　みは、　
う ち

家　にしかいませんでした。
1. 　

は る や す

春休　みに、　
りょこ う

旅行　に行きました。
2. 　

は る や す

春休　みに、どこにも行きませんでした。
3. 　

は る や す

春休　みは、ありませんでした。
4. 　

は る や す

春休　みは、　
う ち

家　にいませんでした。

(872) このバーでは、このビールだけ　
の

飲　めます。
1. このバーでは、ビールとワインが　

の

飲　めます。
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2. このバーでは、ビールは　
の

飲　めません。
3. このバーでは、ワインが　

の

飲　めます。
4. このバーでは、ワインは　

の

飲　めません。

(873) このバーでしか、このビールは飲めません。
1. このバーでは、ビールが　

の

飲　めません。
2. このバーでは、ワインは　

の

飲　めません。
3. このバーでは、ゆうめいなビールが　

の

飲　めます。
4. このバーでは、おいしいビールは　

の

飲　めません。

(874) 　
や ま だ

山田　さんは、　
がっこ う

学校　にいるはずだ。
1. 　

や ま だ

山田　さんは、　
がっこ う

学校　にいます。
2. 　

や ま だ

山田　さんは、　
がっこ う

学校　にいないです。
3. 　

や ま だ

山田　さんは、　
がっこ う

学校　にいるかもしれない。
4. 　

や ま だ

山田　さんは、　
う ち

家　にいる。
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