
Beg. 2, Halper   Lesson 8 Quiz        なまえ：_____________________ 
 
1. Write the following words in katakana (29). 

1.  ko-ko-a (cocoa)   2.  ko-o-ku (coke) 
 
3.  o-o-ke-e (O.K.)                         4.  ka-a (car) 
 
5.  ke-e-ki (cake)                            6.  ki-i (key) 
 
7.  u-e-e (way)                                 8.  e-a (air) 
 
9.  a-n-ka-a (anchors)                              10.  ko-i-n (coin) 
 

2. How do you say the following in Japanese? Use hiragana (10). 
1. Who is in the room? 

へやに だれが いますか。 
 

2. There is no one in the room. 
へやに だれも いません。 

 
3. What’s on the desk? 

つくえの うえに なにが ありますか。 
 

4. There are books and pens (and nothing else) on the desk.  
つくえの うえに ほんと ペンが あります。 

 
5. There are books, pens, etc. on the desk. 

つくえの うえに ほんや ペンが あります。 
 

6.  What is inside the bag (かばん)?  

かばんの なかに なにが ありますか。 
 

7. There is nothing on the table. 
Teeburu の うえに なにも ありません。 
 

8. There was Mr. Yamada at the bank. 
ぎんこうに やまださんが いました。 
 

9. There are flowers and a newspaper (nothing else) on the table.  
Teeburu のうえに はなと しんぶんが あります。 

 
 

10. There is a dog and a cat in the room.  
へやに いぬと ねこが います。 



Beg. 2, Halper   Lesson 9 Quiz                  なまえ：_____________________ 
 
1. Write the following words in katakana (34). 

1.  su-ka-a-to (skirt)   2.  gi-a (gear) 
 
3.  ko-o-su (course)                         4.  do-i-tsu (Germany) 
 
5.  tsu-a-a (tour)                            6.  a-i-su (ice) 
 
7.  su-ko-a (score)                                 8.  o-a-shi-su (oasis) 
 
9.  se-ko-i-a (sequoia)                              10.  ko-i-n (coin) 
 

2. How do you say the following in Japanese? Use hiragana (10). 
1.  There are 2 pencils on the desk.     
 つくえの うえに えんぴつが ２ほん あります。 
 
2.  Is there a telephone near here? 
 この ちかくに でんわが ありますか。 
 
3.  Where is the bus terminal  (basu のりば)? 
 Basu のりばは どこに ありますか。 

 Basu のりばは どこですか。 
 
4.  The bus terminal is in front of the department store (depaato). 
 Basu のりばは depaato の まえに あります。 

 Basu のりばは depaato の まえです。 
5.   Excuse me, where is the restroom? 
 すみません。おてあらいは どこに ありますか。 

   すみません。おてあらいは どこですか。 
6.  There are five children in front of the bakery (pan や)  
  Pan やの まえに こどもが ５にん います。 
 
7.  The bookstore is next to the hospital (びょういん). 
 ほんやは びょういんの となりに あります。 

 ほんやは びょういんの となりです。 
8. There is a man in front of the station (えき). 

えきの まえに おとこのひとが います。 
 

9. Where is Mr. Yamada? 
やまださんは どこにいますか。 

 やまださんは どこですか。 
10.  How many bottles of beer are there in the box?  

はこの なかに biiru が なんぼん ありますか。 



Beg. 2, Halper   Lesson 10 Quiz        なまえ：_____________________ 
 
1. Write the following words in katakana (34). 

1.  ne-ku-ta-i (necktie)   2.  pi-a-no (piano) 
 
3.  ba-ke-tsu (bucket)                         4.  te-su-to (test) 
 
5.  ba-su (bus)                             6.  na-i-fu (knife) 
 
7.  pa-i (pie)                                  8.  ko-o-hi-i (coffee) 
 
9.  sa-i-zu (size)                               10.  su-u-pa-a (supermarket) 
 

2. How do you say the following in Japanese? Use hiragana (10). 
1.  I listened to music at home yesterday.            
 きのう うちで おんがくを ききました。 
 
2.  Mr. Suzuki saw a movie with a friend at 2 pm. 
 すずきさんは ごご２じに ともだちと えいがを みました。 
 
3.  Kyoko ate sushi with Tomoko at a restaurant (レストラン) on Sunday. 
     きょうこさんは にちようびに ともこさんと レストランで すしを たべました。 
 
4.  Yuri plays tennis with a friend on Saturday. 
 ゆりさんは どようびに ともだちと テニスを します。 
 
5.  I bought a camera at the department store (デパート) last week.        
 せんしゅう デパートで カメラを かいました。 
 
6.  I saw “Harry Potter” in San Francisco last month. 
 せんげつ サンフランシスコで ハリーポッターを みました。 
 
7.  Where do you eat lunch today? 
 きょう どこで ひるごはんを たべますか。 
 
8. What are you going to do on Wednesday? 

すいようびに なにを しますか。 
 

9. I will eat dinner at a friend’s house today. 
きょう ともだちの うちで ばんごはんを たべます。 

 
10.  I read newspapers at home everyday.  

まいにち うちで しんぶんを よみます。 



Lesson 11      Quiz     Beg. 2, Halper  
 
    なまえ__________________ 

1. Write the following words using katakana (49). 
1)  de-pa-a-to    2)  shi-n-de-re-ra 
 
3)  e-re-be-e-ta-a   4)  ku-ra-su 
 
5) ri-su-to    6)  mi-ru-ku 
 
7)  me-mo    8)  o-mu-re-tsu 
 
9)  ta-i-ya             10)  ta-o-ru 
 
11) ka-me-ra             12)  ro-shi-a 
 
13) te-e-bu-ru             14)  ro-k-ku 

 
2. How do you say the following in Japanese? Use hiragana except for foreign words (10). 

1) I am going to meet with my friend tomorrow. 
あした ともだちに あいます。 

2) Ms. Tanaka’s writes Christmas cards (クリスマス・カード) to his friends every year.  
まいとし ともだちに クリスマス・カードを かきます。 

3) I don’t see movies very often. 
あまり えいがを みません。 

4) I come to this restaurant (レストラン) often. 
よく このレストランに きます。 

5) Mr. Smith wrote a letter to a bank yesterday. 
スミスさんは きのう ぎんこうに てがみを かきました。 

6) What are you going to do this coming weekend? 
こんどの しゅうまつに なにを しますか。 

7) Excuse me, two coffees please. 
すみません。コーヒーを ふたつ おねがいします。 

8) Do you go to the movies often? 
よく えいがに いきますか。 

9) Kelly plays tennis often. Because there is a tennis court (テニスコート) near the house.  
ケリーさんは よく テニスをします。うちの ちかくに テニスコートが ありますから。 

10)  Mr. Smith went to a tempura restaurant in Ginza with Mr. Suzuki. 
スミスさんは すずきさんと ぎんざの てんぷらやに いきました。 

 
 



Lesson 12           Quiz                B2SM, Ms. Halper 

       なまえ__________________________ 

1. Write the following words using katakana (39).  

1)    sa-kka-a (soccer)      2)     fu-tto-bo-o-ru (football) 

3)   ba-su-ke-tto (basket)                                     4)     he-ddo-ho-n (headphone) 

5)   e-a-a-ba-ggu (airbag)     6)    pa-kke-e-ji (package) 

7)    go-shi-ppu (gossip)    8)    ku-ra-kka-a (crackers) 

9)    ho-kke-e (hockey)     10)    ba-kku-pa-kku (backpack) 

2. How do you say the following in Japanese? Use hiragana except for foreign words. 
1) Tokyo is a big city (まち). 

とうきょうは おおきい まちです。 

2) What kind of place (ところ) is Nikko? 
にっこうは どんな ところですか。 

3) Restaurant Ginza is not a famous (ゆうめい) restaurant. 
レストランぎんざは ゆうめいなレストランでは ありません。 

4) Mr. Takahashi’s house is not new (あたらしい). 
たかはしさんのうちは あたらしくないです。 

5) The weather is really nice today. 
きょうは ほんとうに いいてんきですね。 

6) Is Chinatown quiet? 

チャイナウンは しずかですか。 

7) I am not free tomorrow. I am busy. 

わたしは あした ひまではありません。いそがしいです。 

8) Mr. Smith had a meal at an expensive restaurant last week. 

スミスさんは せんしゅう たかいレストランで しょくじを しました。 

9) Natto is not tasty. 

なっとうは おいしくないです。 

10) Santa Rosa is a quiet city (まち). 

サンタローザは しずかなまちです。 



Beg. 2, Halper   カタカナ & L. 13 のテスト 
       なまえ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

1. Write the following words in katakana. (84) 
1. ju-u-su (juice)    2, cho-o-ku (chalk) 
 
 
3. o-fi-su (office)    4. jo-gi-n-gu (jogging) 
 
 
5. nyu-u-su (news)    6. ko-myu-ni-ti-i (community) 
 
 
7. a-ru-fa-be-t-to (alphbet)   8. ko-me-di-i (comedy) 
 
 
9. ka-fe-te-ri-a (cafeteria)   10. ko-n-pyu-u-ta-a (computer) 
 
 
11. che-k-ku (check)    12. ja-pa-n ta-u-n (Japan Town) 
 
 
13. cha-n-pi-o-n (champion)   14. je-t-to (jet) 
 
 
15. chu-u-ri-p-pu (tulip)   16. ba-ra-e-ti-i-sho-o (variety show) 
 
 
17. fo-n-to (font)    18. fyu-u-cha-a (future) 
 
 
19. byu-f-fe (buffet)    20. Po-ru-she (Porsche) 
 

 
2. How do you say the following in Japanese? Use hiragana except for foreign words (5). 

1. I received a new digital camera from my wife for my birthday.  
たんじょうびに つまに あたらしい デジカメを もらいました。 

2. Bill ate a delicious dinner at an expensive restaurant yesterday. 
ビルさんは きのう たかいレストランで おいしい ばんごはんを たべました。 
 

3. I wrote a letter to my father on Saturday. 
どようびに ちちに てがみを かきました。 

 
4. Mr. Tanaka’s house is not old. 

たなかさんの うちは ふるくないです。 
 

5. What kind of movies do you watch? 
どんな えいがを みますか。 
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