
CLASS – X  

SET 2 

SAMPLE PAPER (JAPANESE)2016-17 

Maximum Marks : 90                    Time : 3 hours. 

    SYLLABUS : LESSON 14-25 みんなの日本語 – I, Kanji 61-110 

The question paper is divided into four sections. 

Section A:   Reading comprehension 20 marks 

Section B:  Writing   20 marks 

Section C:   Grammar   25 marks 

Section D:  Script    25 marks 

General instructions: 

1. All questions are compulsory 

2. You may attempt any section at a time 

3. All questions of that particular section must be attempted in  

       the correct order 

4      Please write the essays in the genkoyoushi attached  

  

                                 SECTION – A 

(READING COMPREHENSION) 

Ｑ１．どっかい                                                            (20) 

Ａ）Please read the passage given below and answer the following questions . 

                                                                         (5) 

Rules at a sports club: 

あおやまスポーツク 

 

 

 

 



 

1. まいあさ ６じから プールで およぐ ことが できます。 

かようびは やすみです。 

2. サウナ(sauna)が ありません。 

3. げつようびから きんようびまで あさ ７じから シャワ

ーを あびる ことが できます。どようびと にちようび

は ８じからです。 

4. かようびと どようびに テニスを ならう ことが  

できます。 

5. ジム(gym) を つかう ことも できます。 

6. きっさてんが あります。 サンドイッチと のみものを 

うっています。 

7. きっさてんで おべんとうを たべる ことが できません。 

8. ちゅうしゃじょうが ありません。 

もんだい（Questions）： 

1.いつ シャワーを あびる ことが できますか。 

2.いつ テニスを ならう ことが できますか。 

3.きっさてんに なにが ありますか。 

4.まいあさ なんじから プールで およぐ ことが  

  できますか。 

5.どうして くるまを とめる ことが できませんか。 

Ｂ）Ｐlease read the following passage and answer the questions given below 

in                              

日本ごでおねがいします                       ６ 

わたしは アランです。おおさかに すんでいる フランス人です。日本人の  

もだちや かいしゃの 人と いつも にほんごで はなします。でも、デパートやレス

トランでは みせの 人は わたしを みると、えいごで はなします。 

わたしは にほんごで しつもんしますが、みせの ひとは えいごで こたえます。 

ときどき、みせの 人が はなす えいごが わかりませんから 、「ちょっと わかりま

せん」とにほんごでいうと、またえいごでいっしょうけんめいはなしてくれます。 

このあいだ、としょかんへ いく みちが わかりませんでしたから、えきの まえで  



日本人の 男の人に にほんごで ききました。男の人は 「だめだめ」といいました。 

こんどは 女の人に ききました。女の人は 「としょかん、えーっと、ライブラリ？」

と いいました。それから、いっしょうけんめい えいごで せつめいしてくれました。

ながい じかん かかりました。わたしは 「ありがとうございます」と にほんごで い

いました。それから おしえて もらった みちへ いきましたが、としょかんは あり

ませんでした。日本人の みんなさん、 にほんごで おねがいします！ 

 もんだい：   

I   

1. れい：（O） アランさんは おおさかに すんでいます。 

2. （ ） アランさんは にほんじんと ときどき えいごで はなします。  

3. （ ） アランさんは にほんごが わかりませんから、日本人は えいごで 

はなします。 

4. （ ） えきの まえで にほんじんと はなしたとき、女の人は 男の人 

より しんせつ でした。  

    ５．アランさんが としょかんへ いったとき、としょかんは やすみでした。 

  

II    アランさんは どうして 「にほんじんの みんなさん 、にほんごで  

      おねがいします。」といいましたか。 

１． にほんごが きらいですから。 

２． にほんじんの えいごより にほんごの ほうが よくわかりますから。  

３． にほんごを おぼえたいですから。                                        

 

C) Please read the paragraphs   given  and answer the questions given below    

                                                                  （４） 

                A 

ここに はいるまえに おかねを はらわなければなりません。ここでは、とおい  

くにの いろいろな人の せいかつを 見ることができます。でも、となりの人と は

なさないでください。くらいですから ねてもいいですが、しずかに ねてください。 

                B 

ここでは 人が たくさん まっています。でも げんきな 人は すくないです。 

しずかに はなしてもいいですが、けいたいでんわは ぜったいに つかってはいけ

ません。はいるまえに おかねを はらわなくてもいいですが、でるまえに はらわ

なければなりません。ときどき とても たかいです。 

 

                 C 

ここに はいるまえに ふくを ぬいでください。あたたかくて きもちが いいで



すが、ぜったいに ねないでください。ときどき およぐことができます。 

                  Ｄ 

ここでは ほんを よむことや ねることが できますが、たばこを すうことが 

できません。あぶないですから、まどから 手や かおを ださないでください。 

ちいさい こどもは おかねを はらわなくてもいいです。 

 

もんだい： 

A-D は したの １－６の どこですか。Please match A-D to 1-6 given below. 

１． としょかん 

２． びょういん 

３． でんしゃ 

４． おんせん 

５． プール 

６． えいがかん 

D)Please read the letter given below and answer the following questions (５) 

わたしは にほんの ともだちに てがみを かきました。 

きのうは インドの どくりつきねんび (national day) でした。がっこう

でどくりつきんねんの おいわいを しました。はじめに こうちょう 

せんせいが こっき（national flag）を あげました。つぎに みんなで  

こっかを うたいました。それから ディーパクさんたちの おとうとや 

いもうとは げきを しました。 

げきの しゃしんを いれました。どうぞ みてください。 

ディーパクさんの おとうとは しろい ふくを きて、ネーハさんの 

いもうとは みどりの ふくを きています。ビンディも つけて いま

す。さいごに みんな おかしを もらって うちへ かえりました。 

         もんだい（Questions）： 

1. きのうは なんの ひでしたか。 

2. こうちょう せんせいが はじめに なにを しましたか。 

3. みんなで なにを うたいましたか。 

4. ネーハさんの きょうだいは どんなふくをきていますか。 

5. さいごに みんな なにを もらいましたか。 

 

 



                             SECTION – B 

                       (WRITING SKILLS) 

 

Ｑ２．さくぶん                                                              (20) 

Ａ ） Please write a paragraph of 300-350 characters  on any              

(10) 

2 of the following topics in hiragana . Use kanjis wherever possible 

 Diwali  

 Tanabata 

 If I were a millionaire 

 A place in india I recommend 

 

Ｂ） Please write a diary page describing your day in japanese when you were on 

a visit to the place of your choice ( に っ き )                   

（３） 

 

 

C) Please fill in the blanks with words chosen from the box given below.  

You can use one word only once.             （７） 

ちょっと、とくに、すぐに、ちかくに、まだまだ、さいきん、もう、 

   もうすぐ、こんどの、よく、そろそろ、ぜんぜん、ときどき。 

 

れい：ちょっと まって ください。 

１．うちの ―――― いい ほんやさん が あります。 

 ２ ――――― なつやすみ ですね。 どこかへ いきますか。 

 ３．もう しちじですね。 ――――― かえりましょうか。 

 ４．この かんじの いみが ―――― わかりません。 

 ５．わたしは まいにち スクールバスで がっこうへ いきます。  

――― ははと くるまで がっこうへ いきます。 

 ６．わたしは おんがく が すきです。 ――― Japaneseポップがすきです。 

 ７．A: にほんごが じょうずですね。 

   B: いいえ ―――― です。 

 

 

 

 



 

 

 

SECTION – C 

(GRAMMAR) 

 

Ｑ３．ＧＲＡＭＭＡＲ                                                  (2５) 

A) Please fill in the appropriate particles.       （５） 

れい：ビザ が いります。 

  １．○が  ２．は ３．に ４．を   

1. かとうさんは りょうり ―――じょうずですがそうじが 

へたです。 

１．が   ２．で  ３．も  ４．を 

2. おなか ―――― いたいんです。 

１．で   ２．を  ３．が  ４．に  

3. あの うまの しゃしんを とったこと―― ありますか。 

１．を   ２．に  ３．へ  ４．が 

4. でんしゃのチケットはげんきん ――――はらってください。 

１．に   ２．を  ３．は  ４．で 

5. ダイエットは からだ ――よくない ですよ。 

１．と   ２．に  ３．の  ４．で 

 

B) Please fill in the blanks with suitable words or expressions in 

hiragana using the options given below.   (5) 

れい：みちが ぜんぜん わかりません。 

   １．もう      ２．ぜんぜん  

    ３．だいたい        ４．ない。 

 

１．Ａ：どう しましたか。 

  Ｂ：ねつが あります。 

  Ａ： ――――――――。 

１．ありがとうございます ２．だいじょうぶです  

３．おだいじに       ４．おかえりなさい。 

２．Ａ：おとうさんの からだの ちょうしは どうですか。 

Ｂ： ――――――――。 



１．はい、わかりました。２．けっこうではありません。 

３．いい てんきです。４おかげさまでよくなりました。 

 

３．Ａ：日本語が じょうずに なりましたね。 

Ｂ：ありがとうございます。でもまだ ―――――です。 

１．へた          ２．まで  

３．もう          ４．だいたい 

４．A:きょう ２じごろ あそびに きませんか。 

  B:はい。 じゃあ、 ――――――――。 

１．あとです。       ２．あとでした。  

３．またあした。      ４．またあとで。 

５．A:ことしも よろしくおねがいします。 

  B: ―――――――― よろしくおねがいします。 

１．こちらこそ        ２ どうぞ 

３．おねがい         ４．こちらです。 

 

 

C) Please fill in the Blanks with appropriate words in hiragana 

using the options   given below.                  (15) 

 

      れい：どようびまでに 本 を かえさなければなりません。 

 １．かす        ２．かえら  

    ３．かえさ       ４．かえる 

１． Ａ：ひろしまへ いったことがありますか。 

   Ｂ：はい ―――――――。 

１．あります     ２．いきます  

３．あったです    ４．いったです 

２． やすださんは ―――なりました。 

１．きれく      ２．きれいに  

３．きれい      ４．きれいな 

３． やすみのひは しんぶんを よんだり そうじを 

―――します。 

１．したり      ２．など  

３．する       ４．しったり 

４． にほんごを ―――ことができます。 

１．はなす      ２．はなし  



３．はなせる     ４．はなする 

 

 

５． いそがしいですから ―――きょうとへ 行くことが

できません。 

１．ぜひ       ２．いつか  

３．だいたい     ４．あまり 

６． よこはま えきで でんしゃに ―――なければなり

ません。 

１．のり       ２．のら  

３．のれ       ４．のる 

７． シャツを ―――に いきます。 

１．から       ２．かって  

３．かい       ４．かった 

８． くつを ―――なくてもいいです。 

１．ぬいで      ２．ぬが  

３．ぬぎ       ４．ぬぐ 

９． わたしの しゅみは ―――ことです。 

１．およぐ      ２．およいで  

３．およいだ     ４．およぎます 

１０．りょこうは たのしかった ―――ちょっとつかれた。 

１．けど       ２．か  

３．から       ４．そして 

            １１．あの人の いけんは とても ――――とおもいます。 

          １．いい        ２．いいだ 

          ３．よい        ４．よいだ 

      １２．きむらさんの アルバイトは ――――といいました。 

          １．むだだ       ２．むだ 

          ３．むで        ４．むっだ 

      １３．あおい コートを ――――人は だれですか。 

          １．きいている     ２．きる 

          ３．きている      ４．きれる 

     １４．こどもと あそぶ ――――が あります。 

         １．ようじ        ２．アポイント 

         ３．よじ         ４．やくそく 

     １５．ほんを ―――――じかんが ほしいです。 



         １．よむ         ２．よむの 

         ３．よみ         ４．よめ 

 
 

 

SECTION – D 

(SCRIPT) 

 

Q.4. かんじ.                                               (25)                               

A) Please write the underlined kanji in hiragana.         (13)    

  

    れい：Q. その花は なんの 花ですか。 

A. そのはなは なんの花ですか。 

1. 午後うちに いますか。 

2. わたしは 馬が すきです。 

3. いい 天気ですね。 

4. 人気がある人。 

5. 電車で いきましょう。 

6. あおい 空 

7. 外国人が たくさん います。 

8. 今年 日本へ いきます。 

9. この 本を 読みました。 

10. ことしは さくらが 少ないですね。 

11. 中古車の お店 

12. いい 大学 ですね。 



 

 

B) Please write the underlined hiragana in kanji.            (12) 

 

    れい：Q: ちちの しゅみは ゴルフです。 

     A: 父の しゅみは ゴルフです。 

 

 

１． おくには ？ 

２． いい くうき ですね。 

３． しろい はな。 

４． えきまで いくらですか。 

５． きむらさんは かいしゃいんです。 

６． いっしゅうかん ぐらい かかります。 

７． みちが わかりません。 

８． きゅうじつ が ありますか。 

９． いちねんかん にほんに います。 

１０． きこえますか。 

１１． あした でんわしましょう。 

１２． 先生に いってください。 


