
Assessment and Diagnostic Test - Japanese 

General Courses Level 1-3 

This is a purely diagnostic test. 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.  

Thank you for your co-operation.  

 

1) わたし…… さとう よしこです。 

 

a. は   b. の   c. が   d. も 

 

2) A: やまださんは いま ……ですか。 

B: おてあらいです。 

 

a. どこ  b. なに   c. おてあらい   d. なんじ 

 

3) A: これは ……ですか。 

B: じしょです。 

 

a. いつ  b. なに   c. だれ    d. なん 

 

4) A: やまださんは がくせいですね。スミスさん……がくせいですか。 

B: いいえ、スミスさんは かいしゃいんです。 

 

a. も   b. は   c. が   d. の 

 

5) A: きょねんの たんじょうびプレゼントは なん……か。 

B: きれいな かばん……。 

 

a. です b. ではありません c. でした d. ではありませんでした。 

 

6) A: ブラウンさんの たんじょうびは …….ですか。 

B: ３がつ１９にちです。 

 

a. どちら  b. なんようび  c. なにじん d. なんがつなんにち 

 

7) A: すみません、ゆうびんきょくは どこですか。 

B: …… です。 

 

a. これ  b. あれ   c. あちら  d. どちら 

 



8) A: にほんのたべものは どうですか。 

B: ちょっと たかいです……、おいしいです。 

 

a. も   b. の   c. と   d. が 

 

9) A: ジェーンさんは きのう どこ…… いきましたか。 

B: どこも いきませんでした。 

 

a. へ   b. が   c. は   d. の 

 

10) A: あなたのまちは …… まちですか。 

B: おおきいまちです。 

  

a. どう  b.どちら   c.どこ    d. どんな 

 

11) A: あなたのくるまは …… ですか。 

B: あのくるまです。 

 

a. どう  b.どれ    c.どこ    d. どんな 

 

12) A: ささきさんは しゅうまつ なにを しましたか。 

B: 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 

 

13) A: アントニオさんは こんばん なにを しますか。 

B: そうですね。ともだちに メールを ……。 

 

a. かきます  b. あいました   

c. します   d. よみました 

 

14) A: すみません。これは …… ですか。 

B: １まん２せんえんです。 

 

a. いつ  b. なん   c. いくら  d. どなた 

 

15) わたしは チンさん….. ちゅうごくごを  ならいました。 

 

a. は  b. へ   c. に     d. か 

 

 

****** 

 



16) すみません。りんごを …… ください。 

 

a. ３にん  b. ３かげつ  c. ３つ   d. ３まい 

 

17) A: バーミンガムから ロンドンまで でんしゃで …… かかりますか。 

B: １じかんはん ぐらいです。 

 

a. どのぐらい b. どうして  c. どちらのほう d. なんじ 

 

18) A: マリアさんと マリアさんのいもうとさんと …… が せがたかいですか。 

B: 私のほうが せがたかいです。 

 

a. どのぐらい b. どうして  c. どちらのほう d. なんじ 

 

19) 私は 日本のアニメ…… とても 好きです。 

a. は  b. へ   c. に     d. が 

 

20) A: どうして 日本ごを べんきょうしていますか。 

B: 私のこい人は 日本人です……。 

 

a. から  b. まで   c. に     d. か 

 

21) 私は たん生日に べんりなかばん…… ほしいです。 

 

a. が  b. へ   c. に     d. か 

 

22) 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. いそがしいではありませんでした 

 

23) A: 日本のてんきは どうでしたか。 

B: あまり ……。 

 

a. よかったです   b. いいでした   

c. いくなかったです  d. よくなかったです 

 

24) あついですから、まどを …….ください。 

 

a. あけます    b. あけて   

c. あけました   d. あけ 

 



25) 私は いま へやで 日本ごの本を …… います。 

 

a. よんで    b. よみて  

c. よみます    d. よみ 

 

26) らいしゅうまつ、ロンドンへ ともだちに あい…… いきます。 

 

a. が  b. へ   c. に     d. か 

 

27) A: ここで たばこを …… いいですか。 

B: すみませんが、ちょっと。 

 

a. すいます    b. すって   

c. すいました   d. すっても 

 

28) 私のあねは けっこん…… いません。どくしんです。 

 

a. して    b. しって  

c. します    d. し 

 

29) バーミンガムは カレー…… ゆうめいです。 

 

a. が  b. へ   c. に     d. の 

 

30) 私の先生は …….、いい先生です。 

 

a. しんせつです   b. しんせつ   

c. しんせつで   d. しんせつくて 

 

31) 日本ごのクラスは しゅくだいが たくさん …….、たいへんです。  

 

a. あります    b. あって   

c. あり    d. ある 

 

 

32) 私は きのう スーパーへ…… 、きれいな花を かいました。 

 

a. いきます    b. いきて   

c. いきました   d. いって 


