
Intermediate Placement Test 

Name:__________________________   Date:_____________ 

Translate the following words. 

1. 快速
かいそく

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2. めずらしい ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

3. かわる  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

4. 近年
きんねん

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

5. 主任
しゅにん

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6. あたり  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7. いざかや ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

8. たしかに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

9. もちろん ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

10. 必
かなら

ず  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

11. 徹夜  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

12. 喜
よろこ

ぶ  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

13. おこなう ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

14. きこくする ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

15. はっきりする ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1. Method ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2. To hire  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

3. To stand in line＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

4. Extravagant  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

5. Local product ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6. To sleep ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7. To calculate ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

8. To fight ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

9. Personality ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

10. Comfortable ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

11. Middle-aged ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

12. Preparation ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

13. State capital ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

14. Relatives ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

15. The other day ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

Write the following words in kanji. 

1. ふえる ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2. みずうみ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

3. まいる ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

4. ふくむ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

5. げんだいし＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

6. かんどう＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

7. まなぶ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

8. びょうし＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

9. しんぷ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

10. とまる (not 止まる）＿＿＿＿＿＿＿

 

 

 

Select the most appropriate kanji to complete each sentence. 

1. 彼は赤い車を（  ）とやくそくした。 

走る  売る  居る  有る 

2. 日本では、昔からの （  ）を守る。例えば、祭りに行くさいには、皆ゆか

たを着る。 

習得  習熟  習字  習慣 

3. オリンピックゲームは世界で一番上手な（  ）を集めます。 



握手  拍手  選手  助手  

4. 森で夜（  ）する動物がいます。 

行動  運動  活動  感動  

5. 子供たちがおもちゃで（  ） 

 泳ぐ  遊学  遊ぶ  遊泳  

6. 「ハーバード大学に行きたいけど、入れなかった。そして、（  ）になってい

ます。」 

恋人  殺人  浪人  証人 

7. ぼんさいに（  ）がありますか。 

 味噌  興味  味方  興奮 

8. 田中さんはダイエットをしているけど、まだ全然（  ）は減っていない。 

貴重  尊重  厳重  体重 

9. その木はまだ（  ）ですね。 

 若者  若手  若い  若し   

10. これが私の（  ）です。よろしくおねがいします。 

 刺す  名刺  有名  名前 

 

Write the hirgana reading for the following kanji 

1. 残念  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2. 弁護士  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

3. 応援する ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

4. 同級生  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

5. 調査  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Choose the correct particle to fill in the （     ）. If there is no particle, mark it with an “X”. 

1. きまった！味噌ラーメン（  ）（  ）します。 

2. ワシントン DC（  ）の生活（  ）なれてきました。 

3. おはしが一ぜんたりないこと（  ）気（   ）ついた。 

4. 授業には興味がないけど、サボるわけ（  ）（  ）いきません。 

5. このラーメン屋に（  ）何回（  ）行ったことがあります。 

6. コーラにしよう（  ）（  ）ジュースにしよう 

7. （  ）（  ）まよった。 

8. 今日（  ）雨が降ったのでかさ（  ）さしました。 

Circle the correct grammar point to complete the sentences below. 

1. 大学院に入る（    ）。 



 ことになっている    ことになった 

2. 山が好きだから、富士山にのぼることに（  ）！ 

 する   なる   なっている  なあ 

 

Change the following sentence into formal speech form: 

先生、わからないよ。質問は英語で言って。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Write two sentences using the two different forms of 始めて. 

1. (verb form)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

2. (noun form)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

べつに らしい にとって やっぱり ても 

ばかり つまり 済む として なあ 

ために けっこう 必ずしも すぎ たっけ 

むしろ たしか 意外 ほど estたら 

何と ただ 限
かぎ

ら わざわざ さえ 

 

Fill in the sentences with the most appropriate grammar point from the chart above. 

1. やせる（   ）運動を始めました。 

2. モンタナでは雪がふっ（     ）、学校には行かないといけない。 

3. みちこ： ナンシー、アメリカのせいかつは大変？ 

ナンシー： いや、（   ）大変じゃないよ。 

4. 天気が暑くなってきたから、大きいコートを買わないで（    ）。 

5. アイスクリームが好きですが、食べ（   ）ると、おなかが痛くなる。 

6. もう一度日本に行きたい（   ）！ 

7. きのう、セーターをあらっ（   ）、小さくなりました。 

8. この本は漢字が多くて、読みにくい（   ）。 

9. 高いピザが必ずしもおいしいとは（    ）ない。 

10. スー：読むことは、日本語の方が中国語より（   ）むずかしい 



かもしれない。 

みちこ：ね～、両方ともむずかしいけど、漢字を読めるから、中国語は（  ）と 

簡単かも。 

11. アメリカの中国料理と本当の中国料理は（   ）言っても違うだろう。 

12. あの、サンクスギビングデーはいつでし（   ）。 

13. 学生（   ）、成績が一番重要です。 

14. みちこ両親は二人とも弁護士だから、（  ）彼女も弁護士になりたいらしい。 

15. 暇（   ）あれば、幸せです。 

16. 友達はモデル（  ）働いています。 

17. （  ）授業に行くとしか考えていないような学生は困ります。 

18. 日本の人口は、（   ）一億二千万ぐらいでしょう。 

19. サッカーは、練習すれば練習する（   ）上手になると思います。 

20. （  ）アメリカ人がみんなハンバーガーが好きだというわけではありません。  

21. ハロウィーンにおかし（   ）食べました。 


