
KATAKANA QUIZ starting Monday, September 29 
(You do not have to answer katakana part of your kanji quiz sheet.  Instead,) 
Write five katakana words most relevant to you in the category specified for each 
Katakana quiz.  Only some example words are listed below so if you want to learn other 
words, look them up in a dictionary or ask your teacher before the quiz. 
 
Katakana Quiz 1: Your family name, college, states, hometown 
アマースト大学 OR ハンプシャー大学 
マサチューセッツ州、and for other states of USA, see p.49 of Stage Step Book 
(Stage 1, last year’s SB) if you have a red Writing Practice Book (WB).  If you have a 
purple or lavender WB, see the WB p.58 
 

Katakana Quiz 2: Names of your family members and friends 
      See p.48 of Stage Step Book (Stage 1) or come see me. 

If your writing book is in purple or lavender, see the Writing Practice Book pp.57-58 
 
Katakana Quiz 3: place names 
アメリカ  カナダ メキシコ 
フランス  イギリス シンガポール 
ニューヨーク エジプト ガーナ 
スペイン  フィリピン スコットランド 
オーストリア シャンハイ ソウル  

 
Katakana Quiz 4: food and drinks 
ハンバーガー  ピツァ ホットドッグ 
コカコーラ  コーヒー ワイン 
ビール   ジュース チキン 
サラダ   パイ  アイスクリーム 
ケーキ   バナナ オレンジ 

 
Katakana Quiz 5: things found in a room 
ノート  ペン   コンピュータ   
プリンタ  テーブル  ソファ   
テレビ  カーテン  カーペット 
コップ  ガラス  グラス 
スリッパ  ラップトップ ヘッドフォーン  

 
Katakana Quiz 6: sports 
ラグビー  サッカー  バスケットボール 
バレーボール アメリカンフットボール 
スキー  スケート  ハンドボール 
セーリング バドミントン テニス 
ゴルフ  ピンポン  クリケット  

 



Katakana Quiz 7: fruit names     
バナナ   オレンジ  メロン 
ブルーベリー  パイナップル グレープ 
グレープフルーツ マスカット  ネーブルオレンジ 
ネクタリン  キーウィ  マンゴ 
パパイア   ココナッツ  パッションフルーツ 

 
 
Katakana Quiz 8: famous names 
ベートーベン  バッハ  モーツアルト 
リンカーン  ガンジー  ナイチンゲール 
ルイヴィトン  グッチ  ティファニー 
ソクラテス  アリストテレス デカルト 
ライト   エジソン  コロンバス 

 
Katakana Quiz 9: menu items 
ミルク   ジュース  コーラ    
アイスコーヒー  アイスティー ココア 
バナナパフェ  ビフテキ  チキンカツ 
スパゲッティ  パスタ  チーズバーガー 
フルーツサラダ  サンドイッチ デザート 

 
Katakana Quiz 10: music instruments 
ピアノ  ヴァイオリン  ビオラ 
ギター  ハープ   チェロ 
オルガン  トランペット  チューバ 
フルート  クラリネット  アコーデオン 
シッター  フレンチホーン  ドラム 

 
 


