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Assessment for new students who wish to enrol on Japanese Courses  

1. Can you read and write in kana? If not, please enrol on Japanese 1.  If yes, please go to 2. 

2. Please only answer the questions that you are sure about.  Since this is not an exam, please do not 
guess.  Please stop as soon as you find the questions overwhelmingly difficult. 

 This assessment is intended as a guide only. It will give you an idea of your level of proficiency in 
grammar, but does not take into account your capabilities as a speaker or previous contact with the 
language, vocabulary and colloquial.  

 

Assessment - Please choose the best answer. 

1) わたし…… すずきようこです。 

 a. は   b. の   c. が   d. も 

2) ぎんこうは……ですか。 

 a. どの  b. なに   c. どこ  d. なんじ 

3) これは ……ですか。 

a. いつ   b. なに   c. だれ   d. なん 

4) わたしは がくせいです。さとうさん……がくせいですか。 

a. も   b. は   c. が   d. の 

5) スミスさんの たんじょうびは …….ですか。 

a. どちら  b. なんがつ c. なにじん d.なんさい 

6) えきは …… です。 

 a. これ  b. あの   c. あちら  d. どちら 

7) にほんのたべものはちょっと たかいです……、おいしいです。 

a. も   b. の   c. と   d. が 

8) わたしは きのう どこ…… いきませんでした。 

a. も   b. に   c. は   d. へ 



2 
 

9) にほんは…… ところですか。 

 a. どう   b.どんな  c.どこ   d. どちら 

10) ささきさんのくるまは …… ですか。  

a. どの   b.なに   c.どれ   d. どんな   

11) しゅうまつ にともだちと えいがを …….。 

  a. たべました  b. のみました   c. ききました   d. みました 

12) わたしはこんばんともだちに メールを ……。 

a. かきます   b.よみます   c. みます   d. ききます 

13) すみません。このほんは …… ですか。 

a. どんな  b. いくら c. なに   d. どれ 

14) わたしは キムさん….. かんこくごを ならいました。 

 a. は   b. に   c. へ   d. が 

15) りんごを …… ください。  

a. さんぼん  b. さんにん c. みっつ d. さんまい 

16) ロンドンからオックスフォードまで でんしゃで …… かかりますか。 

 a. どのぐらい   b. どうして   c. どちらが   d. なんじ 

17) ふじさんとキリマンジャロと…… たかいですか。  

a. どのぐらい   b. どうして   c. どちらが   d. どんな 

18) わたしは にほんのアニメ…… とても すきです。 

 a. は   b. を   c. に   d. が 

19) らいねんにほんへいきます……にほんごを べんきょうしています。 

a. から   b. まで   c. のに  d. が 
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20) きのうは とても ……。 

 a. いそがしいです   b. いそがしくないです       
 c.いそがしかったです  d. いそがしくありませんでした 

21) にほんのてんきは あまり……。 

a. よかったです  b. いいでした         c. いいです  d. よくなかったです 

22) とうきょうでしんかんせんに …….きょうとでおります。 

 a.のります b.のって  c. のると  d. のりて 

23) わたしは いま へやで にほんごのほんを …… います。  

a. よむで b. よみて  c. よんで  d. よむと 

24) コンビニにミルクをかい…… いきます。 

 a.て   b. へ  c.に  d. を 

25) A: ここで たばこを …… いいですか。  

a. すっても  b. すって  c. すいました    d. すいます 

26) わたしはしんかんせんにのった……あります。 

 a. のが  b.のは   c. ことが d. ころは 

27) …… 5 ふんで 2 じです。 

 a. もう   b. あと  c. もうすぐ  d. いま 

28) わたしはのせんせいは …….、きれいです。  

a. しんせつです  b. しんせつな   c. しんせつくて d. しんせつで 

29) ともだちがくる……まっています。 

a. のに   b. のは   c. のを   d. のが 

30) にほんごをきれい……かいてください。 

a. に   b. な   c. く   d. で 
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Answers 

1) a 11) d 21) d 
2) c 12) a 22) b 
3) d 13) b 23) c 
4) a 14) b 24) c 
5) b 15) c 25) a 
6) c 16) a 26) c 
7) d 17) c 27) b 
8) a 18) d 28) d 
9) b 19) a 29) c 
10) c 20) c 30) a 
 

 

Once you have marked your test, check your final score against the recommended entry levels as 
indicated below: 

 

Your score Your recommended level 
0-9 Japanese 1 
10-15 Japanese 2 
16-25 Japanese 3 
25-30 Japanese 4  - currently not available 
 

 

 


