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Lesson 2 Sec. # (     )  なまえ:_____________________________      /45 

I. Fill in each (      ) with the most appropriate particles.  Mark “X” if no particle is 

needed. Do not use “は” in this section.[0.5x10=5] 

1) もくようび（     ）、コンサート（     ）いきます。さくらホール（     ） 

クラシック
c l a s s i c a l

おんがく（     ）ききます。 

2) スーパー
supermarket

（     ）かいものします。おちゃ（     ）コーヒー（     ）かいます。 

3) A: にほんの ともだちは いつ（     ）アナーバー（     ）きますか。 

B: あした（     ）きます。 

II. Write Katakana for English words. [0.5x4=2] 

1) restaurant=     3) apartment = 

2) internet =     4) party = 

III. Look at the pictures below and complete Ai-san’s daily life. Choose an appropriate 
conjunction in [        ] to make a cohesive passage [22] 

 

1) often 2) not very often  3) everyday 4) sometimes 

 
8:00 AM breakfast a lot of water 

 
9:00 AM 
go to Japanese 
class 

 
homework @ 
library 

1) アイさん                                。 

 

2)                                    。 

 

[でも・それから・だから]、                      。 

 

3)                                    。 

Write 9:00 in hiragana. 
 

4) [でも・それから・だから] 、                      。 
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IV. A and B are talking about their weekend. Complete the dialogue by filling in the most 
appropriate words/ phrases in _______ and choose the most appropriate particle or 
word in [         ]. [11] 

A: Aさんは こんしゅう [の・に・X ] しゅうまつ なに [が・を・X ] しますか。 

 

B: アルバイトを します。 

 

A: そうですか。アルバイト[の・は・に ]                       。 

Ask where. (Do not use です.) 

B: わたしの りょう [の・で・と] しょくどう [に・で・と] アルバイトをします。 

 

A: そうですか。いいです[ね・の・か]。わたしは アルバイトを           。 

                    “not at all” 

     わたしは しゅうまつ えいが [も・を・と] みます。 

 

A: そうですか。えいが [を・に・は] なに [を・に・は]  みます [ね・の・か]。 

 

B: わたしはアニメがすきです。[でも・それから・だから]、よく にほんの アニメをみます。 

 

 [でも・それから・だから] にほんの ホラー
h o r r o r

 [と・を・も] みます。 

 
V. Answer the question about yourself. [5] 

 Write two or more sentences.  
 Include three components [when] [where] [what]. 

 Use at least one conjunction [でも, それから, or だから ] in your sentence(s).  

 If you need to use unknown katakana, try to write katakana and put English 

word/spelling above.  ex. シカゴ
C h i c a g o

  
 

Question: あきやすみ(fall break)に なにをしますか。 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Lesson 2 Sec. # (     )  なまえ: 模範解答  /45 

I. Fill in each (      ) with the most appropriate particles.  Mark “X” if no particle is 

needed. Do not use “は”in this section.[0.5x10=5] 

4) もくようび（に）、コンサート（に）いきます。さくらホール（で） 

クラシック
c l a s s i c a l

おんがく（を）ききます。 

5) スーパー
supermarket

（で）かいものします。おちゃ（と）コーヒー（を）かいます。 

6) A: にほんの ともだちは いつ（X）アナーバー（に）きますか。 

B: あした（X）きます。 

II. Write Katakana for English words. [0.5x4=2] 

3) restaurant= レストラン    3) apartment = アパート 

4) internet = インターネット   4) party = パーティー 

III. Look at the pictures below and complete Ai-san’s daily life. Choose an appropriate 
conjunction in [        ] to make a cohesive passage [22] 

 

1) often 2) not very often  3) everyday 4) sometimes 

 
8:00 AM breakfast a lot of water 

 
9:00 AM 
go to Japanese 
class 

 
homework @ 
library 

1) アイさん は よく ごぜん はちじに おきます。。 

 

2) あまり、あさごはんを たべません。 

 

[でも・それから・だから]、たくさん みずを のみます。 

 

3) まいにち ごぜん くじに にほんごの クラスに いきます。 

Write 9:00 in hiragana. 
 

4) [でも・それから・だから]、ときどき としょかんで しゅくだいを します。 
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IV. A and B are talking about their weekend. Complete the dialogue by filling in the most 
appropriate words/ phrases in _______ and choose the most appropriate particle or 
word in [         ]. [11] 

A: Aさんは こんしゅう [の・に・X ] しゅうまつ なに [が・を・X ] しますか。 

 

B: アルバイトを します。 

 

A: そうですか。アルバイト[の・は・に ] どこで しますか。 

Ask where. (Do not use です.) 

B: わたしの りょう [の・で・と] しょくどう [に・で・と] アルバイトをします。 

 

A: そうですか。いいです[ね・の・か]。わたしは アルバイトを ぜんぜん しません。 

                    “not at all” 

     わたしは しゅうまつ えいが [も・を・と] みます。 

 

A: そうですか。えいが [を・に・は] なに [を・に・は] みます [ね・の・か]。 

 

B: わたしはアニメがすきです。[でも・それから・だから]、よく にほんの アニメをみます。 

 

 [でも・それから・だから] にほんの ホラー
h o r r o r

 [と・を・も] みます。 

 
V. Answer the question about yourself. [5] 

 Write two or more sentences.  
 Include three components [when] [where] [what]. 

 Use at least one conjunction [でも, それから, or だから ] in your sentence(s).  

 If you need to use unknown katakana, try to write katakana and put English 

word/spelling above.  ex. シカゴ
C h i c a g o

  
 

Question: あきやすみ (fall break)に なにをしますか。 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 


