Mid-Term Exam

(JAPN 3692) L. 1 - 5

Name:

I. Select the most appropriate choice to form a meaningful and grammatical sentence.
1. 父は とうきょうぎんこうに
A. はたらいています。
B. つとめています。
C. しごとをしています。
D. です。
2. 私は
A.
B.
C.
D.

来週の月曜日までに
レポートを 書こうと おもっています。
レポートを 書く つもりだと おもっています。
レポートを 書くと おもっています。
レポートを 書きようと おもっています。

3. どうして うちの 会社を ごしぼうなんですか。
A. 大学の せんこうが いかせる つもりですから。
B. 大学の せんこうが いかせるの 会社ですから。
C. 大学の せんこうが いかせる ことですから。
D. 大学の せんこうが いかせる 会社ですから。
4. あした、かいぎだから、よこはまこうぎょうの
A. かいて おいて ください。
B. かけて いますか。
C. かけて おきましょうか。
D. かけて ございませんか。

田中かちょうに 電話を

5. あしたの かいぎで ブラウンくんにも ぜひ
A. プレゼンテーションしましょうか。
B. プレゼンテーションしてもらいたいんだけど。
C. プレゼンテーションしてください。
D. プレゼンテーションしませんか。
6.

私は
A.
B.
C.
D.

わかりませんが、ジョーンズさんに
聞いても、わかりますよ。
聞いたら、わかりますよ。
聞いてから、わかりますよ。
聞かなくても、わかりますよ。

7. 田中くん、おひるごはんを いっしょに 食べようか。
A あ、すみません。もう 食べて しまいました。
B. あ、すみません。もう 食べて ありました。
C. あ、すみません。もう 食べて みました。
D. あ、すみません。もう 食べて おきます。

II. Select one English sentence that corresponds most accurately to the Japanese sentence.
8. じこで 電車が おくれた ので、おそく なったんです。
A. Because I was late, the train was delayed.
B. Because I had an accident, the train was late.
C. Because the train was delayed due to an accident, I was late.
D. Because I was late for the train, I had an accident.
9. きむらくんが ＩＢＭの ほんださんに ファックスを 読んで いただきました。
A. Mr. Honda of IBM received a fax from Kimura.
B. Mr. Honda of IBM read a fax to Kimura.
C. Kimura read a fax to Mr. Honda of IBM.
D. I asked Kimura to read a fax to Mr. Honda of IBM.
10. くうこうに 行く ことに なりました。
A. It has been decided that we will go to the airport.
B. We planned to go to the airport.
C. We are wondering if we should go to the airport.
D. We may go to the airport.
11. ハンくんに このコンピュータを つかわない ように 言って ください。
A. Please don’t tell Mr. Han to use this computer.
B. Please don’t ask Mr. Han to worry.
C. Please tell Mr. Han not to use this computer.
D. Please don’t make Mr. Han use this computer.
12. でんしてちょう（Electronic organizers）は 小さくて
A. Electronic organizers are too small to be convenient.
B. Electronic organizerss are small but convenient.
C.. Electronic organizers are made small for convenience.
D Electronic organizers are small and convenient.

べんりです。

13.しごとが おわったら、レストランに 行きませんか。
A. When the work is over, won’t you go to a restaurant?
B. If the work is over, I won’t go to a restaurant.
C. Because the work is over, won’t you go to a restaurant?
14. ちゅうごくごで 電話が かけられる 人は いません。
A. There is no one who can make phone calls in Chinese.
B. Someone cannot make phone calls in Chinese.
C. Can’t he make phone calls in Chinese?
D. There is someone who can make phone calls in Chinese.
15.山田： すみません、いとうさん、いらっしゃいますか。
田中： もうしわけございません。いとうは いま、かいぎちゅうでございますが…
According to the passage, what is the relationship among Yamada, Tanaka, and Ito?
A. Yamada and Ito are colleagues of the same company, and Tanaka is from another company.
B. Ito is probably Tanaka’s boss.
C. Ito is probably Yamada’s subordinate.

16.あ、そこは いんかんを つかわなくても いいですよ。
A. Oh, please don’t use a signature seal there.
B. Oh, you don’t have to use a signature seal there.
C. Oh, it is not all right to use a signature seal there.
D. Oh, it is all right to use a signature seal there.

IV. Read the conversation between Mr. Harris and Div. Mgr. Tanaka below and answer the questions.
ハ: さきほどのジャパンテレコムとのミーティングについてですが、少しお時間よろし
いでしょうか。
田: いいよ。
けつろん

もう

ね

び

ハ: 結論から申しますと、ジャパンテレコムはもっと値引きしてもらいたいということ
そくとう

です。でも、即答はしませんでした。どういたしましょうか。
けいやく

きのした

そうだん

田: あそことの契約はぜひとりたいから、あす、 木下係長と君と私で相談しよう。それ
け い り か

う

しゅうけいひょう

げんかけいさん

しょるい

までに経理課から売り上げ 集 計 表 と原価計算の書類をもらって、木下君にもおく
ってあげて。
ハ: はい。あすは何時にしますか。
田: １１時にしよう。その時、木下君にも来てもらいたいと＿＿＿＿＿＿＿＿か。
ハ: １１時ですね。はい、わかりました。

17.

Mr. Harris went to __________________________________ before coming back.

18. What did Japan Telecom say?
____________________________________________________________________
19.What two things does Mr. Harris have to bring to the meeting?
_____________________________ and _____________________________
20.Which of the following can be used in the blank in line 6?
A. いっておいてあげない
B. いっておいてくれない
C. いっておいてもらわない

VI. Fill in the blanks with the appropriate words or phrases in ひらがな.
しゅっちょう

です。
21. あした、ヨーロッパへ 出 張 にでる
I intend to go on a business trip to Europe tomorow.
みつも

けいやく

22. 見積り書がない
、契約にサインできません。
Since I don’t have an estimate, I can’t sign the contract.

しんせいひん

23. 新製品のサンプルはまだ出さ
なっているんです。
It’s been decided that we don’t have to submit the samples of new products yet.
言ったら？
24. あの学生にもっとはやく来る
Why don’t you tell that student to come earlier.
25. 田中さんは私がそのレポートを書いた
Do you know the fact that I wrote that report?

をごぞんじですか。

と思ったんだけど、雨でゴルフはできなかったんだ。
26.新しいゴルフクラブを
I thought I will use the new golf club, I can’t play golf due to the rain.
27. 私はテニスをする
I like to play tennis.
28. ハリスさんのご
What’s your major?

がすきです。

は？←→アジアの経済です。
It’s the economy of Asia.

29. ハリスさん、ご＿＿＿＿＿は？←→アトランタです。
What about your parents? They are in Atlanta.
いちぞん

そくとう

＿＿＿、即答はしませんでした。
30. 私の一存では＿＿
Since I can’t decide on my own, I didn’t give an immediate answer.
じ ど う ひ

お

きゃく

こうざ

こうきょうりょうきん

じどう

しはら

支払
31. 「自動引き落とし」というのはお 客 さまの口座から 公 共 料 金 を自動
うことです。
The one called “Automatic Withdrawal” is to automatically pay public utilities from your
account.
くうこう

にもつ

うち

でしょうか。
32. Ａ：空港からこの荷物を家まで
To send your luggage from the airport to your home, how much does it cost?
Ｂ：

、１５００円かかります。
If you use home delivery service (たっきゅうびん), it costs 1500 yen.
あんしょうばんごう

なんばん

33. Ａ：暗 証 番 号 は何番ですか。(“What is your PIN?”)
！ (“Oh, I forgot what number it was!”)

Ｂ：あ、何番
おく

34. Ａ：そのファイルのコピーを送って下さい。 (“Please send me a copy of that file.”)
Ｂ：あ、そのファイルは
completely!”)

！ (“Oh, I deleted the file

35. Ａ：この本はもう
completely, so...”)

、どうぞ。 (“I read this book
かえ

Ｂ：どうも、来週中に返しますから。 (“Thank you. I will return it within next week.”)
てがみ

36. Ａ；ここにあった手紙、どうした？ (“What did you do with the letter lying right here?”)
Ｂ：あ、もう

けど。 (“Oh, I already mailed it.”)

37. You are asking your superior to look over the report.
form of the verb いただく／もらう.

Make a request by using the appropriate

V. Connect the expressions and create the most natural continuation. Use each choice only once.
。
38. 山本 部長に手紙を
。
39. 「ごしんき」って何のことですか。←→
みつも

40. 見積り書がなかったので、
41. おさしつかえなければ、
おそ

。
。

い

。
42. 恐れ入りますが、
お電話さしあげるよう田中に申しつたえます。
43.
みつも

44.ご見積り書じゃなければ、
あいてがわ

。
ね び

、相手側はもっと値引きしてもらいたいと言うんです。

45.
いんかん

46. 印鑑を持っていないので、

。

けつろん

a.
b.
c.
d.
e.

結論から申しますと
では のちほど
「つじ」様とお読みするんですか
書いていただきました
ミラー部長にお話ししたいんですが
そくとう

f. 即答はしませんでした
g. サインでもいいですか
ようけん

h. 私がご用件をうかがっておきますが
こうざ

ひら

i. 新 しく口座をお開きになることです

