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Japanese NCEA Level 1 
 

Appendix for external assessment 
 

The appendix indicates language which students need to be able to recognise for 
Level 1 Japanese examinations:     
 
1.1 Demonstrate understanding of a variety of spoken Japanese texts on areas of 

most immediate relevance    
 
1.4 Demonstrate understanding of a variety of Japanese texts on areas of most 
immediate relevance  
 
The texts will reflect the communication achievement objectives levels 5 and 6 for 
learning languages:  
 

• Communicate information, ideas, and opinions through different text types. 
• Respond to personal ideas and opinions. 
• Communicate appropriately in different situations. 

Students are expected to understand more complex language which goes beyond 
the immediate context e.g. past and future events. Students are expected to 
understand a variety of text types.  
This will involve sentences and frequently used expressions related to basic personal 
information in areas of most immediate relevance. The texts will reflect the 
relationship between language and culture and be adapted as appropriate. 
                                      
Note for internal assessments 
This appendix applies only to language used for the two end of year reading and 
listening external assessments. The language which students will use to 
communicate in internal assessment activities and associated learning opportunities 
throughout the year will necessarily reflect the Japanese teaching and learning that 
takes place within the context of each particular classroom and cannot and should 
not therefore be restricted to solely the language and useful expressions contained in 
this appendix. 
 
NOTES TO TEACHER 

 
Students are expected to be able to recognise: 
 
1. Obvious loan words 
 
2. Numbers, dates and months of the year 
 
3. Particles 
 
 
These are some examples of expected language used in the texts, showing 
information, personal ideas and opinions.  
 
わたしは	 まちに	 すんでいます。まちは	 大きくて、にぎやかです。 
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でも、	 うみが	 すきですから、うみの	 ちかくに	 すみたいです。 
 
きょ年	 かぞくと	 いっしょに	 オーストラリアに	 行きました。 
コアラを	 みたり、かいものを	 したりしました。たのしかったです。 
らい年	 日本に	 行く	 つもりです。 
KANJI FOR LEVEL 1 (Reading) 
 
日	 	 本	 	 一	 	 二	 	 三	 	 四	 	 五	 	 六         七	 	  
 
八	 	 九	 	 十	 	 百	 	 千	 	 万	 	 語	 	 何	 	 月	 	  
 
火	 	 水	 	 木	 	 金	 	 土	 	 人	 	 時	 	 分	 	 半	 	  
 
年	 	 小	 	 学	 	 校	 	 生	 	 中	 	 今	 	 才	 	 行	 	  
 
上	 	 下	 	 右	 	 左	 	 名	 	 前	 	 円	 	 男	 	 女	 	  
 
子	 	 大	 	 先	 	 目	 	 口	 	 手	 	 耳	 	 出	 	 入	 	  
 
私	 	  

 
KANJI READINGS FOR LEVEL ONE (reading) 

 
日	 	 	 	 	 	 	 	 ひ・び・にち 
本	 	 	 	 	 	 	 	 ほん 
一	 	 	 	 	 	 	 	 いち 
二	 	 	 	 	 	 	 	 に 
三	 	 	 	 	 	 	 	 さん	  
四	 	 	 	 	 	 	 	 し・よん・よ	  
五	 	 	 	 	 	 	 	 ご	 	  
六	 	 	 	 	 	 	 	 ろく 
七	 	 	 	 	 	 	 	 しち・なな 
八	 	 	 	 	 	 	 	 はち 
九	 	 	 	 	 	 	 	 きゅう・く 
十	 	 	 	 	 	 	 	 じゅう 
語	 	 	 	 	 	 	 	 ご	  
何	 	 	 	 	 	 	 	 なに・なん 
月	 	 	 	 	 	 	 	 げつ・がつ・つき 
火	 	 	 	 	 	 	 	 か 
水	 	 	 	 	 	 	 	 すい・みず 
木	 	 	 	 	 	 	 	 もく・き 
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金	 	 	 	 	 	 	 	 きん・かね 
土	 	 	 	 	 	 	 	 ど 
人	 	 	 	 	 	 	 	 ひと・じん・にん 
時	 	 	 	 	 	 	 	 じ・とき 
分	 	 	 	 	 	 	 	 ふん・ぷん 
半	 	 	 	 	 	 	 	 はん 
年	 	 	 	 	 	 	 	 ねん・とし 
小	 	 	 	 	 	 	 	 ちい・しょう 
学	 	 	 	 	 	 	 	 がく 
校	 	 	 	 	 	 	 	 こう 
生	 	 	 	 	 	 	 	 せい 
中	 	 	 	 	 	 	 	 ちゅう・なか 
今	 	 	 	 	 	 	 	 いま・こん 
才	 	 	 	 	 	 	 	 さい 
行	 	 	 	 	 	 	 	 い 
上	 	 	 	 	 	 	 	 うえ	  
下	 	 	 	 	 	 	 	 した	  
右	 	 	 	 	 	 	 	 みぎ	  
左	 	 	 	 	 	 	 	 ひだり	  
名	 	 	 	 	 	 	 	 な 
前	 	 	 	 	 	 	 	 まえ 
円	 	 	 	 	 	 	 	 えん 
男	 	 	 	 	 	 	 	 おとこ	  
女	 	 	 	 	 	 	 	 おんな	  
子	 	 	 	 	 	 	 	 こ 
大	 	 	 	 	 	 	 	 だい・たい・おお	  
先	 	 	 	 	 	 	 	 せん 
目	 	 	 	 	 	 	 	 め 
口	 	 	 	 	 	 	 	 くち 
手	 	 	 	 	 	 	 	 て 
出	 	 	 	 	 	 	 	 で	  
入	 	 	 	 	 	 	 	 はい・い	  
私	 	 	 	 	 	 	 	 わたし 
 
ADDITIONAL READINGS OF KANJI USED IN COMPOUND WORDS FOR LEVEL 
ONE (reading) 
日本 
一本、三本、六本、八本、 
一人、二人 
今年、今日 
学校 
一才、八才、十才、etc 
上手、下手 
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Suffixes and 
Counters   
ーえん 円 yen 
ーかい；がい  number of floors 
ーかいだて  storeys 
ーかげつ ーケ月 number of months 
ーがつ ー月 month 
ーかん  length of time 
ーくん  term of address for boys 
ーご 語 language 
ーさい 才 years old 
ーさん  Miss,Mr,Mrs,Ms 
ーじ 時 o'clock 
ーじかんめ 	  class period 
ーじん 人 nationality 
ーせん 千 thousand 
ーたち  plural for people 
ーちゃん  affectionate term of address 

ーにん 人 number of people 
ーねん 年 number of years 
ーねんせい 年生 year at school 
ーひき  number of animals 
ーひゃく  hundred 
ーふん 分 minute(s) 
ーほん 本 number of cylindrical objects 
ーまい  number of flat objects 
ーまん  ten thousand 
ーめ 目 number of ordinals 
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General Vocabulary 
あ	 い	 う	 え	 お    
   
アイスクリーム  ice cream 
あいだ  between 
あう  to meet 
あお；あおい  blue 
あか；あかい  red 
あき 	 autumn 
あける  to open 
あげる  to give,raise 
あさ 	 morning 
あさごはん 	 breakfast 
あさって  the day after tomorrow 
あし 	 foot,leg 
あした  tomorrow 
あそこ  over there 
あそぶ  to play, enjoy oneself 
あたま  head 
あたたかい  warm 
あたらしい 	 new 
あつい  hot  
あと 	 after,behind, later 
あなた  you 
あに  (one's own ) older brother 
あね  (one's own) older sister 
アパート  apartment 
あまり(+negative)  not much, not often 
あめ 	 rain 
あらう 	 to wash 
ある  to be, to have (things, objects)  
あるく 	 to walk 
あれ  that over there 
   
いい；よい  good 
いいえ  no 
いえ  house 
イギリス  England 
いく 行く to go 
いくら  how much ? 
いっしょ (に)  together, with 
いす  chair,seat 
いたい  sore 
いちご  strawberry 
いちばん  number one, -est 
いつ  when ? 
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いつも  always 
いとこ  cousin 
いなか  the countryside 
いぬ  dog 
いま 今 now 
いま  lounge, living room 
いもうと (さん)  younger sister 
いや (な)  disagreeable, unpleasant 
いる  to be, to have (people, animals) 
いれる 入れる to put inside 
いろ  colour 
いろいろ (な)  various 
   
うえ 上 above, on top of 
うし  cow 
うしろ  behind 
うた  song  
うたう  to sing 
うち  home 
うま  horse 
うみ  sea, beach 
うる  to sell 
うるさい  noisy 
うんどう (する)  (to) exercise 
うんてん  (する)  (to) drive 
   
え  picture 
えいが (かん)  movie (theatre) 
えいご えい語 English 
ええ  yes 
えき  station 
えんぴつ  pencil 
   
おいしい  delicious 
(お)いしゃ (さん)  doctor 
おおきい 大きい big 
オーストラリア  Australia 
おかあさん  mother 
おかし  sweets, lollies, snacks 
おかね  money 
おかしい  strange, unusual, funny 
おきる  to wake up, to get up 
おきゃく(さん)  customer, guest 
おくれる  to be late 
(お)さけ  sake, alcohol 
(お)さら  plate 
おじ (さん)  uncle 
おじいさん  grandfather 
おそい  slow, late 
   
おちゃ  green tea 
おつり  change (money in a shop) 
(お)てら  temple 
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おとうさん  father 
おとうと (さん)  younger brother 
おとこ (のこ・のひと) 男 (の子・の人) male ( boy/man) 
おととい  the day before yesterday 
おとな 大人 adult 
おなか  stomach 
(お)なまえ (お)名前 name 
おにいさん  older brother 
おねえさん  older sister 
おば (さん)  aunt 
おばあさん  grandmother 
(お)はし  chopsticks 
(お)ふろ (ば)  bath(room) 
(お)べんとう  packed lunch, lunch box 
(お)みやげ (や)  souvenir (shop) 
おもい  heavy 
おもしろい  interesting 
おりる  to get off (transport) to descend 
おわり  end  
おわる  to end, to finish 
おんがく  music 
おんな (のこ・のひと) 女(の子・の人) female, (girl/woman) 
   
か	 き	 く	 け	 こ    
   
かいしゃ  company 
かいもの  shopping 
かう  to buy 
かえる  to return  
かお  face 
かかる  to take (time, money) 
かく  to write, to draw 
がくせい 学生 student 
かぜ  wind  
かぜ (をひく)  (to catch) a cold 
かぞく  family 
かっこいい  good-looking 
がっこう 学校 school 
かど  corner  
かばん  bag 
かぶる  to wear (on head) 
かみ  paper 
かみ (のけ)  hair 
かもく  school subject 
かようび 火よう日 Tuesday 
かるい  light (weight) 
ガレージ  garage 
カレーライス  curry & rice 
かわ  river 
かわいい  cute, sweet 
かんこく  Korea 
かんごし(さん)  nurse 
かんたん (な)  easy, simple 
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がんばる  try hard 
   
き 木 tree 
キーウィー  Kiwifruit, kiwi 
きいろ (い)  yellow 
きく  to listen, to ask 
ギター  guitar 
きたない  dirty, messy 
きっさてん  coffee shop, cafe 
きっぷ  ticket 
きのう  yesterday 
きもの  kimono 
キャンプ  camp 
きょう 今日 today 
きょうかい  church 
きょうしつ  classroom 
きょうだい  brothers and sisters 
きょねん きょ年 last year 
きらい (な)  dislike 
きる  to wear (from the shoulder) 
きれい (な)  beautiful, clean 
ぎんこう  bank 
きんようび 金よう日 Friday 
   
くうこう  airport 
くすり(や)  medicine (chemist) 
くだもの  fruit 
くち 口 mouth 
くつ (や)  shoe (shop)	 
くつした くつ下 socks 
くもり  cloudy 
ぐらい  about 
グラウンド  grounds 
クラス  class 
クラブかつどう  club activities 
クリケット  cricket 
クリスマス  Christmas 
くる  to come 
くるま  car 
くろ (い)   black 
   
けいたい (でんわ)  cellphone 
けさ  this morning 
けしゴム  rubber, eraser 
げつようび 月よう日 Monday 
げんかん  genkan (entrance, porch) 
げんき (な)  healthy 
けんぶつ (する)  (to go) sightseeing 
   
こうえん  park 
こうこうせい こうこう生 senior high school student 
こうさてん  intersection 
こうちょうせんせい こうちょう先生 school principal 
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こうこう  senior high school 
こうちゃ  tea 
コーヒー  coffee 
コーラ  Coke 
ここ  here 
ごご  afternoon, p.m. 
ごぜん  a.m. 
ことし 今年 this year 
こども 子ども child 
ごはん  cooked rice, meal 
ごみ (ばこ)  rubbish(bin) 
こむ  to be crowded 
ゴルフ  golf 
これ  this  
ごろ  about (time) 
こんげつ 今月 this month 
コンサート  concert 
こんしゅう  this week 
こんばん 今ばん this evening 
   
さ	 し	 す	 せ	 そ    
   
サーフィン  surfing 
さかな (や)  fish (shop) 
さくら  cherry blossoms 
さしみ  sashimi (raw fish) 
ざっし  magazine 
サッカー  soccer 
さとう  sugar 
さむい  cold 
サラダ  salad 
サンドイッチ  sandwich 
さんぽ (する；にいく) さんぽに行く (to go for a ) walk 
   
しあい  match, competition 
しけん  examination 
(じこ)しょうかい  (self) introduction 
しごと  job, occupation, work 
しずか (な)  quiet 
した 下 under, below 
じてんしゃ  bicycle 
しめる  to close 
しゃかい  society, social studies 
じゃがいも  potato 
しゃしん (をとる)  (to take a) photograph 
シャツ  shirt 
シャワー (をあびる)  (to have a) shower 
しゅうまつ  weekend 
しゅくだい  homework 
しゅふ  housewife 
しゅみ  hobby, interest 
しょうがくせい 小学生 primary school student 
しょうがっこう 小学校 primary school 
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じょうず (な) 上手 (な) skilful, good at (referring to others) 
しる  to know 
しろ (い)  white 
しんかんせん  bullet train 
しんごう  traffic lights 
しんしつ  bedroom 
じんじゃ  shrine 
しんぶん  newspaper 
   
すいえい 水えい swimming 
すいか  watermelon 
すいようび 水よう日 Wednesday 
すうがく すう学 mathematics 
スーパー  supermarket 
スカート  skirt 
すき (な) 	 like 
すごい  great, fantastic 
すこし  a little bit 
すずしい  cool 
ステーキ  steak 
スペイン  Spain 
スプーン  spoon 
スポーツ (をする)  (to play) sports 
ズボン  trousers 
すむ  to live 
スリッパ  slippers 
する  to do, to play 
すわる  to sit 
   
せ (がたかい；がひく
い)                                                      height (tall, short) 
せいと 生と pupil 
せいふく  uniform 
セーター  jersey, sweater 
せまい  narrow, cramped 
せんげつ 先月 last month 
せんしゅう 先しゅう last week 
せんせい 先生 teacher 
ぜんぜん (+negative)  not at all, never 
せんたく(する)  (to do) washing  
ぜんぶ  all 
   
そうじ (する)  (to do) cleaning 
そこ  there 
そして  and 
そと  outside 
そば  nearby, beside 
それ  that  
それから  and then 
   
た	 ち	 つ	 て	 と   
   
たいいく(かん)  physical education (gymnasium) 
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だいがく 大学 university 
だいがくせい 大学生 university student 
だいじょうぶ (な) 大じょうぶ all right; OK 
たいせつ (な) 大せつ (な) important 
たいてい usually 
だいどころ  kitchen 
たいへん (な) 大へん (な) a burden, very 
たかい  tall, high, expensive 
たくさん  a lot, many 
だけ  only 
たつ  to stand 
たのしい  enjoyable, fun 
たべもの  food 
たべる  to eat 
たまご  egg 
だめ (な)  no good, not permitted 
だれ  who ? 
たんじょうび たんじょう日 birthday 
ちいさい 小さい little, small 
ちかい  near 
ちかてつ  underground railway; subway 
ちず  map 
ちち  (my) father 
ちゃいろ (い)  brown 
ちゃわん  bowl 
ちゅうがくせい 中学生 junior high school student 
ちゅうがこっう 中学校 junior high school 
ちゅうごく	 	 	 	 	 	   中ごく China 
ちょっと  a little, a bit 
ちり  geography 
   
つかう  to use 
つかれる  to get tired 
つぎ  next 
つく  to arrive 
つくえ  desk 
つくる  to make 
つまらない  boring, dull 
つよい  strong 
つり  fishing 
   
て 手 hand 
テーブル  table 
てがみ 手がみ letter 
できる  to be able to do 
デザート  dessert 
デパート  department store 
でる 出る to leave 
テレビ  television 
てんき  weather 
でんしゃ  train 
でんわ (する)  (to) telephone 
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ドイツ  Germany 
トイレ  toilet 
どう  how ? 
どうきゅうせい どうきゅう生 classmate 
どうぶつ (えん) 	 animal (zoo) 
とおい  far away 
トースト  toast 
ときどき 時どき sometimes 
とくい (な)  good at 
とけい  watch, clock 
どこ  where ? 
ところ  place 
としょかん  library 
とだな  cupboard 
とても  very 
となり  next to 
とまる  to stay (in accomodation) 
ともだち  friend 
どようび 土よう日 Saturday 
ドライブ (する)  (to go for a) drive 
とり  bird 
とる  to catch, to hand over, to take 
   
な	 に	 ぬ	 ね	 の    
   
ナイフ  knife 
なおる  to heal, get better 
なか 中 inside 
ながい  long 
なつ  summer 
なに；なん 何 what ? 
ならう  to learn 
なる  to become 
   
にがて (な) にが手 (な) not good at 
にぎやか (な)  lively, bustling 
にく (や)  meat (butcher's shop) 
にちようび 日よう日 Sunday 
にほん 日本 Japan 
にもつ   luggage 
ニュージーランド  New Zealand 
にわ  garden 
   
ぬぐ  to take off  
   
ネクタイ  necktie 
ねこ  cat 
ネットボール  netball 
ねむい  sleepy 
ねる  to lie down, go to bed 
   
のうじょう  farm 
ノート  exercise book 
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のぼる  to climb  
のみもの  drink 
のむ  to drink 
のる  to get on, to take, to ride  
   
は	 ひ	 ふ	 へ	 ほ    
   
は  tooth 
パーティー  party 
はい  yes 
バイク  motor bike 
はいる 入る to enter, go inside, join 
はく  to wear (below the waist) 
はこ  box 
はし  bridge 
はしる  to run 
はじまる  (something) begins 
はじめ  the beginning 
バスてい  bus stop 
バスケットボール  basketball 
パソコン  computer 
はたらく  to work 
はな  flower 
はな  nose 
はなし  story, speech 
はなす  to speak 
はは  (my) mother 
はやい  early, fast 
はる  spring 
はれ  fine weather 
バレーボール  volleyball 
ばんごう  number 
ばんごはん  dinner 
ハンバーガー  hamburger 
   
ひく  to play (a stringed instrument) 
ひくい  low, short (height) 
ピクニック (する)  (to have a) picnic 
ひこうき  plane 
びじゅつ  art 
ひだり (がわ) 左 (がわ) left (side) 
ひつじ  sheep 
ひと 人 person 
ひま (な)  free time 
びょういん  hospital 
びょうき  sick, ill 
ひる  day time, lunch time 
ビル  building 
ひるごはん  lunch 
ひろい  wide, spacious 
ピンク  pink 
   
プール  pool 
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フォーク  fork 
ふとる  to put on weight 
ふでばこ  pencil case 
ふね  boat, ship 
ふべん (な)  inconvenient 
ふゆ  winter 
ブラウス  blouse 
フランス  France 
ふるい  old (things) 
   
へた (な) 下手 (な) bad at 
ペット  pet 
ベッド  bed 
へや  room 
へん (な)  strange, unusual 
べんきょう (する)  (to) study 
べんり (な)  convenient, useful 
   
ぼうし  hat 
ホームルーム  home room 
ぼく  me, I (for males) 
ほしい  want 
ホッケー  hockey 
ホワイトボード  white board 
ほん (や) 本（や） book (shop) 
ほんだな 本だな bookcase 
   
ま	 み	 む	 め	 も    
   
まいあさ  every morning 
まいしゅう  every week 
まいつき・まいげつ まい月 every month 
まいとし・まいねん まい年 every year 
まいにち まい日 every day 
まいばん  every evening 
まえ 前 before, in front of 
マオリ  Maori 
まがる  to turn 
まずい  awful (taste) 
また  again 
まち  town 
まつ  to wait 
まっすぐ  straight ahead 
まど  window 
まんが  comic, cartoon 
マンション  large apartment 
   
みえる  can see 
みかん  mandarin 
みぎ (がわ) 右 right (side) 
みじかい  short (length) 
みず 水 water 
みずうみ  lake 
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みせ  shop 
みせる  to show 
みち  street 
みどり  green 
みみ  ear 
みなさん  everyone 
みる  to see, to look, to watch 
ミルク  milk 
   
むずかしい  difficult 
   
め 目 eye 
めがね  glasses  
メニュー  menu 
もくようび 木よう日 Thursday  
もっていく もって行く To take 
もってくる  to bring (something) 
もらう  to receive 
もり  forest 
   
や	 ゆ	 よ    
   
やおや  vegetable shop 
やきゅう  baseball 
やさい  vegetable 
やさしい  kind, gentle, easy 
やすい  cheap 
やすみ  a break, a holiday 
やすむ  to have a break, to have a holiday 
やせる  to lose weight 
やま  mountain 
やまのぼり  mountain climbing 
やめる  to stop (something),  to give up 
   
ゆうびんきょく  post office 
ゆうめい (な)  famous, well known 
ゆき  snow 
  
ようふく  clothes 
よく  often 
よこ  beside 
よむ  to read 
よる  evening, night 
   
ら	 り	 る	 れ	 ろ    
   
らいげつ らい月 next month 
らいしゅう  next week 
らいねん らい年 next year 
ラグビー  rugby 
   
りか  science 
りょうり	 （する）  cooking (to cook) 
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れきし  history 
レストラン  restaurant 
れんしゅう（する）  practice, (to practise) 
レンタカー  rental car 
   
わ    
   
わかる  to understand 
わすれる  to forget 
わたし 	 私 I, me 
わたる  to cross 
わるい  bad 
ワンピース  dress 
   
EXPRESSIONS   
Introducing Yourself   
おなまえは（なんです

か）  What is your name? 
はじめまして  How do you do? 
どうぞよろしく  Nice to meet you 
   
Greeting Someone.   
おはようございます  Good morning. 
こんにちは  Hello  
こんばんは  Good evening 
   
Farewelling some 
one.   
おやすみなさい  Good night 
さようなら  Good bye 
じゃ、また  See you later 
おげんきで  Take care 
   
Communicating in 
the Classroom   
こたえてください  Please answer 
ーはにほんごでなんで

すか  How do you say in ~ in Japanese ? 
もういちど  Please say it again 
よくできました  Very good. Well done 
どうぞ  Here you are 
どうもすみません  Thank you (for your trouble) 
どうもありがとう  Thank you 
どういたしまして  Don't mention it 
そうですか  Is that right? 

   
Enquiring after some 
one   
おげんきですか  How are you? 
はい、げんきです  I'm fine 
   
どうしましたか。；ど

うしたの？  What's the matter? What's up? 
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かおいろかわるいです

ね  You don't look too good 
きぶんがわるい  I don't feel well 
   
Showing Regret   
  
ごめんなさい  I'm sorry 
   
Communicating In 
The Home   
ただいま  I'm home 
おかえりなさい  Welcome home 
いってきます  I'm off. See you later 
いって（い）らっしゃ

い  See you. (have a good time) 
のどがかわきました  I'm thirsty 
おなかがすきました  I'm hungry 

いただきます  
an expression used before eating 
a meal  

ごちそうさま（でし

た）  
an expression used after eating a 
meal 

いかがですか  
How about -? (offering food or 
drink) 

いいえ、けっこうです  No, thanks 
おめでとうございます  Congratulations. Well done 
もしもし  Hello (on the phone) 
   
Communicating In 
the Shops   
すみません（が）  Excuse me, (but…) 
いらっしゃいませ  Welcome 
おねがいします  This, thanks. This, please 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


