
 

TYPE OF TASK: Listening, reading and writing examination   

WEIGHTING: 20%   

EXAMINATION DATES:  

[9JAPY - Week 6, Tuesday 31st May Period 5]      [9JAPZ – Week 6, Thursday 2nd June Period 1]  

 

Topics   
  

Script  
Hiragana: read and write all 46 hiraganas including combination sounds   

ぎ、ざ、ず、ど、ぶ、ぷ、い、お、か、く、こ、せ、た、な、に、を、が、ぐ、

ご、ぜ、だ    

 

(knowing the difference between tenten ば and maru ぱ) 
 
 

Unit 1: Daily Routine   
Key Language  

• Kanji for days of the week:   

月ようび Moon day  Monday  

火ようび Fire day   Tuesday   

水いようび Water day  Wednesday   

木ようび Wood day  Thursday  

金ようび Gold day  Friday  

土ようび Soil day  Saturday  

日ようび Sun day  Sunday  
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Verb sentences   

Who  When   What  

w a t a s h i w a 

わたしは  

I am   
  
  

i c h i j i 

一時  

1 o’clock  
  
  

に  

At  

学校  school  

  

に  

  

行きます to go  

行きません to not go  

うち   home  
かえります to return  

かえりません to not return  

朝ごはん    breakfast  

  

を  

  

食べます to eat  

食べません to not eat  

スポーツ    sports  

  

します to do/play  

しません to no do/play  

o n g a k u 

おんがく   music  

  

ききます to listen  

ききません to not listen  

アニメ anime  を  
見ます to see/watch  

見ません to see/watch  

トムは   

Tom (is)   

月ようび  

Monday  
に on  

まんが manga  を  

よみます to read  

よみません to not read  

  

おふろ   bath  

  

おきます to wake up 

おきません to not wake up  

に  

  

はいります to enter  

はいりません to not enter  

 

 

 

 

 

 



 

  

• Expressing sentences using does/ doesn’t/ did/ didn’t     

  
  Does         

  -MASU   

  -ます  

Doesn’t       

  -MASEN  

  -ません  

Did        

  -MASHITA  

  -ました  

Didn’t    

          -MASENDESHITA  

          -ませんでした  

DO  します   shimasu  しません shimasen  
しました  

shimashita  

しませんでした  

shimasen deshita  

GO  
行き  

iki  

行き  

iki  

行き  

iki  

行きませんでした  

ikimasen deshita  

SEE/WATCH  
見 

mi  

見 

mi  

見 

mi  

見ませんでした 

mimasen deshita  

  

• Expressing sentences with days of week using different tenses.  

k y o u 

今日  
は  

nan y o u b i d e s u k a  

何ようびですか。  
getsuy o u b i d e s u  

月ようびです。  

What day is today?          

 Today is Monday.  

k i n o u 

きのう  
は  

何ようびでしたか。  

日ようびでした。  

What day was yesterday?   

Yesterday was Sunday.  

a s h i t a 

あした  
は  

何ようびですか。  

火ようびです。  

What day is tomorrow?  
Tomorrow is Tuesday.   

a s a t t e 

あさって  
は  何ようびですか。  

水ようびです。 

What day will be the day after 
tomorrow?   

The day after tomorrow will be 
Wednesday.   

 

 

 

 



 
 

Days 

 
          Kyou   wa   nanyoubi  desu ka 

Q. きょうはなんようびですか？ (What day is it today) 

          kyou     wa  kayoubi desu 

e.g きょうはかようびです。 （Today is Tuesday） 

 

A.________________________________________________________________________ 

          Kyou       wa   douyoubi   desu ka 

Q. きょうはどうようびですか？ （Is today Saturday?） 

       I     I      e             kyou      wa       suiyoubi            desu 

E.g いいえ、きょうはすいようびです。   (No, today is Wednesday) 

 

A.________________________________________________________________________ 

 

 



Unit 2: Calendar+ Birthday  
 

Months  

 

Birthday 

       Otanjyoubi                 wa   itsu desu  ka 

Q. おたんじょうびはいつですか。（When is your birthday?） 

       wa ta shino  tanjyoubi               wa    ichi  gatsu  desu. 

e.g わたしのたんじょうびはいちがつです。（My birthday is in January.） 

 

A._______________________________________________________________________ 

    
      Otanjyoubi                    wa    nan gatsu   desu ka? 

Q.おたんじょうびはなんがつですか.   (What month is your birthday) 

 

A.________________________________________________________________________ 

 



Dates 

 

 Birthday 
       Otanjyoubi wa itsu desu ka 

Q. おたんじょうびはいつですか。（When is your birthday?） 

      watashi  no  tanjyoubi wa           shichi gatsu futsuka desu. 

e.g わたしのたんじょうびはしちがつふつかです。（My birthday is on the second of 

September） 

 

A. ___________________________________________________________________ 

 
        Kyou     wa  nan  nichi   desu  ka? 

Q. きょうはなんにちですか？ （What is the date today?） 

             Kyou      ha  ni   ga tsu ha tsu ka desu. 

e.g きょうはにがつはつかです。             (Today is the 20th of February) 

 

A._____________________________________________________________________ 


