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I)

Fill in the blanks with appropriate hiragana.

(15)

P. T. O.

[2]
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a) ウマさんは あかいドレス ____きて、 パーテイー
____いきました。
b) すみません、 このペン____つかっ て ____
いいですか。
c) グプタさんは なつやすみ ____
フ ランス____いきたがっ ています。
d) コーヒ ー ____ こう ちゃ ____ どちら
____すきですか。
e) わたしは

あに ____ にています。

f) きのう はは ____ いっ しょ う に えいがをみ
____ いきました。
g) きょ う しつ ________たばこを すっ ては
いけません。

II)

Change the form of the verb as shown in the
example.

Example:
かいています。

てがみを かきました。

(5)

てがみ を

a) ぼう しを かぶり ました。
ぼう しを＿＿＿います。
b) く つを はきました。
く つを ＿＿＿＿います。

[3]
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c) と もだちが にほんから きました。
と もだちが
にほんから ＿＿＿います。
d) いすに すわり ました。
いすに ＿＿＿＿ います。
e) ケーキを たべました。
ケーキを ＿＿＿ います。

III) Write the Japanese equivalent of the following
English words.
(10)
a) sneeze
b) picnic c) stomach
d) sweater
e) sports
f) market g) slim h) cinema, movie
i) carrot
j) spring season
IV) Complete the following sentences.

(10)

a) ＿＿＿＿＿＿＿＿。 と ても あついですから。
b) ＿＿＿＿＿＿。 にほんから と もだちが きますから。
c) ＿＿＿＿＿＿＿＿。 おかねが あり ませんから。
d) ＿＿＿＿＿＿＿＿。 つかれましたから。
e) ＿＿＿。 きのう おそく まで べんきょ う しましたから。
V)

Select appropriate words from below and fill in the
blanks.
A)
(6)
{わたして、 かけます、 みて、 のまない、 いましょ う 、 はいて}
a) きょ う じゅ ぎょ う が あり ません。 えいがを
みに＿＿＿＿＿＿＿。
P. T. O.
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b) クマールさんに このほんを＿＿＿＿＿＿＿ く ださい。
c) きょ う あたらしい く つを＿＿＿＿＿＿＿います。
d) このケーキを たべて ＿＿＿＿＿＿＿ く ださい。
e) きょ う う ちへ かえっ て ははに でんわを ＿＿＿。
f) ねつがあり ますから つめたい
みずを＿＿＿＿＿＿＿てく ださい。

B)
(8)
{おもしろい、 あつめる、 きき、 かいたい、 いっ て、 ひろい、
します、 それで}
a) にちよう びは えいがを みたり 、 ほんを よんだり ＿。
b) う ちの ちかく に マーケッ トが あり ません。 ＿＿
ふべんです。
c) かんじは ちょ っ と むずかしいですが、 ＿＿＿ です。

d) わたしは いろいろなく にの きっ てを ＿＿＿＿のが
すきです。
e) わたしは あたらしい く るまを ＿＿＿＿＿です。
f) すみません、 あした せんせいの へやへ＿＿＿
もいいですか。
g) せんせいの いえの にわは たいへん ＿＿＿＿
です。 。
h) おんがく を ＿＿＿＿ながら しんぶんを よみます。
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VI) Fill in the blanks with ~ て form of appropriate
verbs.
(12)
a) じゅ ぎょ う が はじまり ますから
きょ う しつに＿＿＿＿＿てく ださい。
b) この じしょ を つく えの う えに ＿＿＿＿＿て
く ださい。
c) おいしい ケーキです。 たく さん＿＿＿＿＿て
く ださい。
d) みんなが まっ ていますから はやく

＿＿＿＿＿て

く ださい。
e) あした しゅ く だいを ＿＿＿＿＿て く ださい。
f) まいにち

かんじの

れんしゅうを＿＿＿＿＿て

ください。

VII) Answer the following questions.

(10)

a) あなたは いま なにが いちばん ほしいですか。
b) どんな と き く すり を のみますか。
c o n t i n u e

c) らいねんも にほんごの べんきょ う を つづけますか。
d) いつから にほんごの べんきょ う をしていますか。
P. T. O.
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e) あなたは にほんり ょ う り を たべた こと が
あり ますか。 どこで たべましたか。
VIII) Write the following words in katakana.
a) juice
d) Jaipur

b) drive
e) relax

(6)

c) camera
f) chalk

IX) Translate the following sentences into
Japanese.

(12)

a) I have never been to Japan. I want to go once.
b) I usually have coffee in the morning, but today I
had tea.
c) I want to go to the museum. How do I get there?
d) Please fill in your name and adress ere with a
pencil.
e) Hokkaido is colder than Tokyo.
f) It rained a lot this year in India.
X)

Write six sentences in Japanese about
にほんのおふろ(nihon no ofuro).

********

(6)

