
 
 
AP/JP1000 Sample Test 4    
                                                                                                                                   
This is a sample test. The actual test will have more questions, and each question is usually two points. 
Sample Test 4 in Moodle is closer to the actual test.  
 
S#: ___________ Name: ___________________          25 Questions x 4 points = 100 points               /100 
 
 
Choose the one that best represents the word in Japanese.  
 
1. lunch 
A 昼ご半 B 朝ご飯 C 朝五はん D 昼ご飯 
 

2. 外国 

A かいこぐ B がいこく C そどくに D がいしょく 
 
Based on the instruction, choose the most appropriate one.  
 

3. はなす→  informal negative “I don’t speak” 
A はなさない  B はなしない C はなすない  D はなてない 

 

4. とる →  きっぷを＿＿＿＿＿。“I have booked a ticket (in advance for future reference).”  
A とでおいた  B とっておいた  C とておいだ D とりておきた 
 

5. たべる →  imperative form “Eat!” 
A たべって  B たべれろ  C たべれ D たべろ 
 
Choose the most appropriate word to fill in the blank.  
 

6. このへや、タバコの＿＿＿＿＿がするね。 

A おつり B にあう C におい D したく 
 

7. ＿＿＿＿＿が高い。 

A せ  B おなか C あし D くち 
 
Choose the most appropriate particle to fill in the blank.  

8. 前にベストセラーになった＿＿聞いたわ。 
A を  B と C だと  D てっと 
 

9. かんじ＿＿ぶんぽうの勉強がいそがしい。 
A を  B で C ので  D や 
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Based on the description of cars below, choose the correct name to fill in each blank.  
  
Car マツダ ホンダ トヨタ 
Price 20,000 ドル 25,000 ドル 22,000 ドル

Year made 2010 年 2014 年 2018 年

 

10. ホンダより＿＿＿＿のほうが新しいです。   

11. この中では、＿＿＿＿＿がいちばん安いです。  

12. ＿＿＿＿＿はホンダほど高くありません。    

 
A マツダ  B ホンダ C トヨタ 
 
Based on the description of the restaurant below, choose the correct one to fill in each blank. 
 
 
ABC 
Restaurant 
 
Monday-Friday: 11am – 9pm 
Saturday & Sunday: Closed 
 

 
13. このレストランは午後九時に＿＿＿＿＿＿。 
A しめります  B しめるです C しめってます D しまります 

 

14. このレストランは土日は＿＿＿＿＿＿。  
A あくのありません  B あいていません C あけております D あいてあらない 

 
Complete the sentence using the given words. Choose the word that falls onto the spot marked with ★. 
 
15. “Do you know what time Mr. Kawamoto is coming?” 

 川本さんが _____  _____  __★__  _____ か。 
A 分かります  B 来る C 何時に  D か 
 
The Japanese sentence contains one error. Choose the part that contains the error.  
 
16. “I don’t know whether or not it will really snow.”  

   雪が 本とうに ふるのどうか 分からない。 
           A             B                       C                       D                     
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Choose the sentence that is grammatical and makes sense.  
 

17. A    この大学のほがその大学よりどちらむずかしいですか。 

      B    どちらむずかしいいますか、この大学がその大学より。 

      C    この大学とその大学ではどちらのほうがむずかしいですか。 

      D    この大学ほうがのはどちらその大学のよりむずかしいですか。 

What would you say when …? Choose the most appropriate answer to fill in the blank. 

18. You visited someone’s home, and the host said “please come in.” 
     You: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

     A    お茶をいっぱいどうぞ 

     B    おじゃまいたします 

     C    こちらこそ、ごぶさたしました 

     D    どうぞごゆっくり 
 
19. Your friend recommended you to wear a pink dress which you think is a bit too loud. 
      You: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

     A    ちょっとはでじゃないかな 

     B    それ、すてきね 

     C    ちょっとじみかな 

     D    それ、おいくら 
 
Read the dialogue and answer the following questions.   
 

マリオ：今晩のパーティー、行く？ 

はな子：まだ分からない。五時からだよね。 

マリオ：いや、七時からだと思うよ。 

はな子：あら、じゃあ、ジャックさんに電話で聞いてみるね。 
           * * * * * * *  
はな子：ジャックさんは、パーティーは九時からだと言ったわ。 

マリオ：ああそう。ところで、テレビで今晩はずいぶんさむくなるって言っているよ。 

はな子：ほんとう？ パーティーに行きたくないわ。 

マリオ：じゃあ、ぼくがうんてんしてあげるよ。 

はな子：でも私は今晩本屋でバイトがあって、何時におわるか分からないの。 

マリオ：いいよ。本屋の前で待っているよ。 

はな子：ありがとう。じゃ、本屋の前でね 
           * * * * * * *  
はな子：マリオさん、お待たせしました。あら、車はどこ？ 

マリオ：ごめん、こしょうしちゃったんだ。いっしょにバスで行かない？ 
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20.  Choose the correct statement. 
A. Hanako thinks the party starts at six. 
B. Mario thinks the party starts at seven. 
C. Jack thinks the party starts at five. 
D. Hanako will meet Jack to find out when the party starts. 

 
21. Choose the correct statement. 

A. Hanako works at a bookstore. 
B. According to TV, it will rain tonight. 
C. Hanako said she likes the cold weather. 
D. Hanako will finish her work at nine tonight. 

 
22. Choose the correct statement. 

A. Mario parked his car in front of the bookstore. 
B. Mario’s car is in good condition. 
C. It is likely that Hanako will take a bus. 
D. Mario gave Hanako a ride to the party. 

 
Read the passage and answer the following questions.  
 
 ひろしさんは、東京からトロントに来て、ヨーク大学で社会学を勉強しています。 

今、二年生です。ひろしさんは同じ社会学のコースをとっている友だちがおおぜい 

います。とくにジョンさんやヤンさんとよく話します。火曜日のこうぎの後は、ジ 

ョンさんとヤンさんといっしょにとしょかんで勉強します。ジョンさんはオースト 

ラリアから来ているおとうとと下しゅくしています。ヤンさんは日本のアニメが大 

すきなので、日本語を勉強しています。ひろしさんは、時々ヤンさんにアニメのＤ 

ＶＤを見せてもらいます。 
 
23. Choose the correct statement about the passage.  

A. ヤンさんは社会学をとっています。 

B. ひろしさんの友だちはヤンさんとジョンさんだけです。 

C. ジョンさんのおとうとは今オーストラリアにいます。 

D. ひろしさんは東京に住んでいます。 
 
24.  ヤンさんはどうして日本語を勉強していますか。 

A. ヨーク大学で  

B. ひろしさんとよく話すから  

C. 東京から  

D. 日本のアニメがすきだから 
 
25.  Choose the correct statement about the passage. 

A. Hiroshi has a lecture for the psychology course on Mondays.  
B. Hiroshi studies with his friends in the library on Tuesdays.  
C. Hiroshi sometimes shows Japanese DVDs to Yan. 
D. John meets Yan to prepare their lessons before the lecture. 
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Key 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D B A B D C A B D C
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A A or C D B D C C B A B
 
21 22 23 24 25
A C A D B
 


