
Sample Homework (L2 Listening) 

とびら Lesson 2: Listening Homework 

 
Section # (      ) Name: ____________________________________ 
 
1. Dictation (1): Listen to the katakana words 1)-5) that you often use to describe your 
daily life.  Write down each word in katakana. 
 
1)    2)    3)     
 
 
4)    5)     
 
Dictation (2): Listen to short dialogues 1)-5) and write down what time it is now in Arabic 
numerals. 
 
1)    2)     3)    4)     5)    
 
2. Listen to conversations between two people after Japanese class.  Each 
conversation includes a line with a beep indicating a missing statement.  Then listen to 
statements (a), (b), and (c).  Which statement is NOT appropriate for the missing line?  
Circle a, b, or c. 
 
1) a.  b.  c.  2) a.  b.  c.   3) a.  b.  c. 
 
3. You are studying abroad in Japan and now participate in training camp for tennis club 
at your university.  Listen to the leader’s announcement about the schedule for 
tomorrow and fill in the chart with the information about activities.  Fill in the chart in 
English.  
 

Activity Time Place Activity Time Place 

Jogging   Study   

Breakfast   Karaoke   

Lunch      

 
5. Gomez (first speaker) and Li (second speaker) are talking after their Japanese class.  

Listen to their conversation and mark “〇” if the statement is true and “X” if it is false. 

1) (      ) Li will study in the library on Saturday and work as a part-time on Sunday. 

2) (      ) Li originally plans to study politics and math in the library. 

3) (      ) Li does not drink coffee much. 

4) (      ) Li and Gomez have Japanese test next week so they will study together for the test. 

 

 



Sample Homework (L2 Listening) 

とびら Lesson 2: Listening Homework 

 

Section # (      ) Name: 模範解答 Answer Keys 

 
1. Dictation (1): Listen to the katakana words 1)-5) that you often use to describe your 
daily life.  Write down each word in katakana. 
 

1)テレビ  2) アルバイト  3) コーヒー  4) パーティー  5) カフェ 

 
Dictation (2): Listen to short dialogues 1)-5) and write down what time it is now in Arabic 
numerals. 
 
1) 3 o’clock 2) 4 o’clock 3) 9:30am 4) 5pm 5) 11:30am  
 
2. Listen to conversations between two people after Japanese class.  Each 
conversation includes a line with a beep indicating a missing statement.  Then listen to 
statements (a), (b), and (c).  Which statement is NOT appropriate for the missing line?  
Circle a, b, or c. 
 

1) a.  b.  c.  2) a.  b.  c.   3) a.  b.  c. 

 
3. You are studying abroad in Japan and now participate in training camp for tennis club 
at your university.  Listen to the leader’s announcement about the schedule for 
tomorrow and fill in the chart with the information about activities.  Fill in the chart in 
English.  
 

Activity Time Place Activity Time Place 

Jogging 6pm school Study 3pm library 

Breakfast 7:30am dorm Karaoke 8pm 
room 105 in 

dorm 

Lunch 12:30pm restaurant    

 
4. Gomez (first speaker) and Li (second speaker) are talking after their Japanese class.  

Listen to their conversation and mark “〇” if the statement is true and “X” if it is false. 

1) (X) Li will study in the library on Saturday and work as a part-time on Sunday. 

2) (O) Li originally plans to study politics and math in the library. 

3) (O) Li does not drink coffee much. 

4) (X) Li and Gomez have Japanese test next week so they will study together for the test. 

  



Sample Homework (L2 Listening) 

<Audio script > 
 
Dictation (1) 

1) テレビ 2) アルバイト  3) コーヒー  4) パーティー  5) カフェ 

 
Dictation (2) 

1) A:すみません、今、何時ですか。 B:三時です。 

2) A:すみません、今、何時ですか。 B:四時です。 

3) A:フランスは今何時ですか。 B:午前九時半です。 

4) A:日本は今何時ですか。  B：午後５時です。 

5) A: 中国は今何時ですか。  B:午前 11 時半ですよ。 

 
2.  
1) 

A: 今日の午後、何をしますか。 

B: 映画を見ます。アニメが好きです。だから、アニメの映画を見ます。 

A: 映画ですか。いいですね。（Beep） 

 

(Statement A) 私も英語を勉強します。 

(Statement B) アニメは何が好きですか。 

(Statement C) 映画はどこで見ますか。 

 
2) 

A: 週末、ジャズのコンサートに行きます。 

B: コンサートですか。(Beep) 

(Statement A) コンサートはどこですか。 

(Statement B) コンサートは何時ですか。 

(Statement C) コンサートは火曜日ですか。 

 
3) 

A: 田中さんは、ゲームが好きですか。 

B: はい、ゲームが大好きです。 （Beep） 

(Statement A) ：だから、毎日ゲームをします。 

(Statement B) ：だから、スポーツもします。 

(Statement C) ：だから、よくゲームを買います。 

 
  



Sample Homework (L2 Listening) 

3. （テニス部のキャンプ） 

明日のスケジュールです。よく聞いてください。明日は朝６時に起きます。 

学校で ジョギングをします。５マイルぐらいジョギングします。、 

７時半に寮であさごはんを食べます。それから、ジムに行きます。昼ご飯は 

12 時半にレストランで食べます。１時半にもう一度ジムに行きます。３時から図書館で 

勉強します。５時半に寮に帰ります。６時に寮で晩御飯を食べます。晩ご飯はステーキです。それ

から、フリータイムです。８時に寮の 105 の部屋に来てください。 

いっしょにカラオケをします。10 時に寝ます。質問がありますか。 

 

4. （ゴメスさんとリさんの会話） 

女（ゴメス）：リーさんはしゅうまつ何をしますか。 

男（リー）：週末ですか。土曜日はアルバイトをします。 

それから、日曜日は図書館に行きます。せいじとすうがくの本を読みます。 

女：リーさん、来週の月曜日は、日本語のクラスのテストですよ！ 

男：テストですか！えー月曜日！？ 

女：はい、月曜日です。だから、私は日曜日に日本語を勉強します。 

男：そうですか。私も日本語を勉強します。ゴメスさんはどこで日本語を勉強しますか。 

女：カフェで勉強します。リーさんも来ますか。 

男：私はコーヒーは好きじゃないです。だから、、、図書館で勉強します。 


