
 

 

 

 RMIT University  

Placement Procedure for Japanese Language Courses  

 
 

In order to ascertain your prior level and ensure you maximise your Japanese language learning, we 

have a self evaluation tool for all prospective students who have some knowledge of the language. 

This checklist will help determine the most suitable level for your enrolment. If you are familiar 

with the grammar functions and script at one level, we suggest you enrol into the next level up.  

 

If you have never attempted any Japanese before, you should enrol into Japanese 1. If you have 

completed Japanese courses at RMIT before, you are automatically eligible for the next higher level. 

For instance, if you have completed Japanese 1 in RMIT, you are automatically eligible for 

Japanese 2.  

Students who have done VCE (Year 12) Japanese commonly enrol in Japanese 4 or 5.  

 

Students with prior knowledge of Japanese should check the checklist below to confirm the most 

suitable level for your enrolment.  

 

You can also refer to the textbooks to further confirm your evaluation.  The prescribed textbooks 

are: Genki I and II (2nd edition), 2011. They are available at RMIT library and RMIT Campus 

Store (http://www.campusstore.rmit.edu.au/search?type=product&q=genki), which is located at  

17-25 Little La Trobe St, Building 83. The prescribed content for Japanese 1-6 is indicated in the 

checklist.  

 

If you are still unsure which level to enrol in you are strongly recommended to make an 

appointment with hiroko.ohashi@rmit.edu.au to ascertain your level before you enrol.  
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Self-Assessment Check List for Japanese 1-6 
JP 

Course 
level 

Genki 
Lesson 

Grammar/Structure Check  
your 

understanding 

○ / × 

Script 

1     VOL1 

 L1  いま、なんじですか。はちじです  ひらがな 

ロバートさんのでんわばんごうは 

852-1032 です。 

 

わたしのせんせい  

わたしはがくせいです。  
L2 100～10０００００  カタカナ 

これ/それ/あれ  

これはかばんです。  

このほんいくらですか。  

これはだれのかさですか。  

わたしもがくせいです。  

にほんじんじゃありません。  
L3 たべます のみます  一～十・千・万 

円・時 としょかんでほんをよみます。  

はちじにだいがくにいきます。  

よくコーヒーをのみます。  

えいがをみませんか。  
L4 火曜日にテストがあります。  

日本人・月～土曜日 

上・下・中・三時半 

あそこにりゅうがくせいがいます。  

ぎんこうはゆうびんきょくのまえです。  

ついたちは月曜日でした。  

きのう、ともだちにあいました。  

とうきょうへもいきました。  
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 L5 げんきです。 

たかくなかったです。 

 元気な・天気・山/川・

田中・私・今日/女・男

の人・見る/行く・食べ

る・飲む 

にほんごがすきです。  

えいがを見ましょう。  
L6 Te -form たべて よんで  

東・西・南・北口 

五分・先生・大学生・ 

出る・右・左 

外国人・中国 

おきてください。  

本をかりてもいいですか。  

クラスでねてはいけません。  

あさおきて、コーヒーを飲みます。  

いそいでください。じかんがありませんから。  

まどをあけましょうか。  
L7 テレビを見ています。けっこんしています。  文学・帰る・入る 

子ども・小さい・高い 

父・母・高校生 

毎日・日本語・車 

東京 

山田さんはかみがみじかいです。  

あのレストランはやすくておいしいです  

このへやに女の人がなんにんいますか  

田中さんにあいにとうきょうに行きます。  



 L8 がくせいだ。たかくない。行かない。  

会社員・仕事・新聞 

新しい・次・聞く 

思う・電車・電気 

作る・休む・言う 

読む 

よくさかなを食べる。  

メアリーさんはきれいだとおもいます。  

トムさんはいそがしいと言っていました。  

食べないでください。  

おんがくをきくのがすきです。  

私が日本人です。  

何か食べましたか。何も食べませんでした。  
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 L9 学生だった。高くなかった。行かなかった。  

午前・午後・午前中 

～の後・後ろ・前・名前 

白い・少し・古い・家 

来る・来ない・電話 

書く・話す・知る 

雨・友だち・時間・間 

さかなを食べた。  

母は学生のとき、元気だったと思います。  

母は、私に電話をしたと言っていました。  

りょこうに行ったから、お金がありません。  

ギターをひいている人はトムさんです。  

まだごはんを食べていません。  

コーヒーをひとつください。  
L10 しんかんせんよりバスのほうがやすいです  

お正月・夜・朝・今朝 

住む・売る・買う・ 

立つ・持つ・長い 

町・道・雪・自分 

三年生・来年・今年 

しんかんせんがいちばんはやいです。  

大きいのをください。これは私のです。  

べんきょうするつもりです。  

大きくなりました。きれいになりました。  

バスで行きます  
L11  ハンバーガーが食べたいです  歌う・歌手・好き・有名

な・近く・近所・明るい 

映画・病院・病気・川口

市・強い・勉強・手紙 

そうじしたり、せんたくしたりします。  

ゆうめいじんにあったことがありますか。  

すしや天ぷらをよく食べます。  
L12 どうしたんですか。  昔々・人々・早い・神さ

ま・神社・起きる・使

う・働く・ 

別れる・別に・今度 

牛・色・連れて帰る 

赤い・赤・青い・青 

食べすぎました。  

薬
くすり

を飲んだほうがいいです。  

いい天気なので、さんぽします  

七時に起きなくちゃいけません。  

あしたは晴
は

れでしょう。  
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 L13 日本語が話せます。  食べ物・買い物・特に 

朝ご飯・昼ご飯・体 

着く・着る・同じ 

着物・料理・鳥肉 

悪い・気分が悪い 

安い・空港・空気 

物価
ぶ っ か

が高いし、人がたくさんいるし  

おいしそうです。  

東京に行ってみます。  

紅茶
こうちゃ

なら飲みました。  

一週間に三日アルバイトをします。  
L14 車がほしいです。  彼・彼女・家族・父親・

店・親切な・切る 

急ぐ・乗る・医者・去年 

時代・留学生・英語 

急に・本当に 

音楽・親切な・楽しい 

将 来
しょうらい

日本に住んでいるかもしれません  

京子こさんにセーターをあげました  

家へ帰ったらどうですか。  

四時間も勉強しました。  

三十分しか勉強しませんでした。  



L15 コーヒーを飲もう。  死ぬ・意味・注意する・

魚・広い・広場・車・自

転車・建物・地下・通

る・走る・夏・夏休み・

借りる・寺・足 

勉強しようと思っています。  

お金を借りておきます。  

友だちにもらったみかんはおいしいです。 
 

L16 手
て

伝
つだ

ってあげます。  子供・世界・全部・部屋 

毎週・先週・～以上・本

屋・味方・運動・運転 

始まる・始める・開ける 

教える・教室・考える 

作文を直
なお

していただけませんか。  

よくなるといいです。  

かぜをひいた時、病院に行きます。  

授業に来られなくてすみませんでした  
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 L17 病気だったそうです。  
二十五歳・主に・ご主人 

結婚する・発表する・長

野・写真・分野・小野さ

ん・習う・集める・歩く 

生活・作品文字・活動 

今週はいそがしいって。  

卒業したら、日本で仕事がしたいです  

宿 題
しゅくだい

をしなくてもいいです。  

スーパーマンみたいです。  

日本に来る前に、日本語を勉強しました。  
Ｌ18 

窓
まど

が開いています。  
目的・目・力仕事・貸す 

旅館・図書館・地図・映

画館・終わる・質問・多

い・洋服・服・食堂 

授業・試験・宿題・研究 

財布
さ い ふ

を忘れてしまいました。  

春になると 暖
あたた

かくなります。  

テレビを見ながら勉強します。  

もっと勉強すればよかったです。  
Ｌ19 大学にいらっしゃいます。  

春・秋・冬・冬休み・花 

姉・お姉さん・兄・お兄

さん・～様・工学・研

究・漢字・卒業する 

お待ちください。  

手伝ってくれてありがとう。  

日本に来てよかったです。  

もうすぐバスが来るはずです。  
L20 田中と申します。  

皿・声・お茶・茶店 

両親・無理な・払う・心 

痛い・最悪・最近・続け

る・止まる・一枚・三両 

笑う・絶対に 

お持ちします。  

かさを持たないで出かけました。  

その店はどこにあるかわかりません。  

ローソンというコンビニ  

覚えやすいです。  
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 L21 どろぼうに入られました。  信じる・経験・台風・ 

初め・初めて・遅れる・

遅い・若い・弟・兄弟・

犬・二台・重い・送る・

幸せな・心配な・時計 

窓が開けてあります。  

日本にいる間に、旅行したいです。  

公園を多くします。  

たばこをやめてほしいです。  
L22 

後
こう

はいにお茶をいれさせます。  黒木さん・黒い・用事・

留守・留守番電話・お守

り・週末・駅・東京駅・

駅員・銀行・日記・一

回・夕方・説明する・小

説・案内する・忘れる 

待つ・残業・残す・一番 

両親は大学に行かせてくれました。  

勉強しなさい。  

薬を飲めば、元気になります。  

日本に行ったことがないのに、 日本語がぺらぺらです  

父のような人になりたいです。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L23 子供の時、毎日勉強させられました。  顔・表情・怒る・悲しい 

違う・間違える・相手・文

化・感動する・答える・答

え・答・調査・調べる・結

果・感情・変な・大変な・

横・比べる 

学生がうるさくても絶対に怒りません。  

日本語の勉強を続けることにしました。  

毎日日本語のテープを聞くことにしています。  

パソコンの使い方を教えてくれませんか。 
 


