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INSTRUCTIONS

This examination consists of TWO parts, held in a three-hour time slot:
• PART ONE: a two-hour Writing section with two questions (in this booklet) written in Japanese and 

English, in response to spoken and written texts in Japanese 
• PART TWO: a 15-minute Speaking section, scheduled within a one-hour time slot, with one 

question written in Japanese and English (on a separate card).

You will undertake the two-hour Writing section in a Writing Room, and will undertake the Speaking 
section individually in a Recording Room.

PART ONE – WRITING SECTION

In your written responses, you are expected to:
• effectively communicate with perception and insight
• use a wide variety of complex structures and vocabulary
• show understanding of the text and its inferences, and go considerably beyond the text in 

expressing your own opinions
• structure your arguments in a logical, concise and clear way, minimising direct quotes from the text
• convincingly express ideas, and hold the interest of the intended readers.

SPOKEN TEXT (LISTENING)

Question One (page 5 and repeated on page 6) requires a response written in Japanese, to a passage 
spoken in Japanese, played from a recording. 
• You will hear the passage THREE times. The first time, you will hear it as a whole; the second and 

third times, you will hear it in sections, with a pause after each.
• While listening, make notes in the space provided on page 4. Your notes will not be assessed.

Write your response, in Japanese, beginning on page 6.  

WRITTEN TEXT (READING)

Question Two (page 12) requires a response written in English or te reo Māori, to texts written in 
Japanese on pages 9–11.

Write your response, in English or te reo Māori, beginning on page 13.
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LISTENING PASSAGE

Listen to a conversation between Kenta and his grandmother.

Glossed vocabulary
ボリューム   volume
イヤホン	 	 	 earphones
ベル	 	 	 bell
かしゅ	 	 	 singer

LISTENING NOTES – these notes will not be marked
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QUESTION ONE

Compare and contrast the views of Kenta and his grandmother on music with your own opinion and 
other viewpoints, and evaluate the part music plays in the lives of young people.

音楽について健太くんと健太くんのおばあさんの考えとあなたの意見や他の視点を比べ、

若者の生活における音楽のやくわりについて論じてください。

おんがく けん た けん た かんが い けん ほか し てん くら

わかもの せいかつ おんがく ろん

PLANNING PAGE – brainstorm your ideas here. This page will not be marked.
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QUESTION ONE

Compare and contrast the views of Kenta and his grandmother on music with your own opinion 
and other viewpoints, and evaluate the part music plays in the lives of young people.

音楽について健太くんと健太くんのおばあさんの考えとあなたの意見や他の視点を比べ、

若者の生活における音楽のやくわりについて論じてください。

Write your response to Question One in Japanese. Use your planning page to structure your 
ideas. 

おんがく けん た けん た かんが い けん ほか し てん くら

わかもの せいかつ おんがく ろん
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READING TEXTS

Kenta visited his sister school in New Zealand on a school trip. He was interested in the Māori pōwhiri 
that welcomed him to his New Zealand school, and this prompted him to write a series of blogs about 
music. Use his blog posts, below and on pages 10 and 11, to answer Question Two. Write your answer 
in English or te reo Māori.

Blog One

音楽と文化

2019年3月8日

　今日はじめてニュージーランドの高校に行った時、	ポフィリという式があった。	

これはマオリ文化のでんとうで、	はじめて来る人たちにあいさつをするための式だそ	
うだ。	ニュージーランドに来る前に、	ポフィリのことやマオリ文化について少しならっ	
たが、	はじめてポフィリでマオリ語のあいさつやスピーチを聞いた時、	びっくりした。	
スピーチの後で	ニュージーランドの学生たちがマオリ語のうたをうたってくれた。	
このうたはスピーチをした人をおうえんするためのうただそうだ。	うたのいみはわからな	

かったが、	学生たちが楽しそうにうたっているのを見て、私もうれしくなった。	その後、	
私たちも日本のうたをうたった。	ニュージーランドの学生たちはとてもよろこんでくれた。

　ホストファミリーによると、	ニュージーランドではよくマオリのでんとうてきなうたをうた	
うそうだ。	このようなうたを聞くと、	マオリのれきしやむかしの人たちのせいかつについて	

知ることができるそうだ。	日本のでんとうてきな音楽も同じで、	むかしの人たちのせいか	

つについて教えてくれる。

　ニュージーランドにいる間にマオリ語のうたを教えてもらったり、	日本のでんとうて	
きなうたをしょうかいしたりしたいと思う。

おんがく

しき

しき

たの

おんがく

おし

おし
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Blog Two

Glossed vocabulary
アーティスト	 	 artist
ちがう	 	 	 to be different
さべつ	 	 	 discrimination

歌手がつたえるメッセージ

2019年3月12日

　今日はホストファミリーといっしょにニュージーランドのゆうめいなアーティストのコンサ	
ートに行った。	じつはどんなアーティストか、	あまり知らなかったけど、	コンサートはすごく	
よかった！	うたやダンスはもちろん上手だったが、	一ばんよかったのはこの	アーティスト	
がうたでつたえるメッセージだ。	コンサートで聞いたうたには	「うつくしいしぜんを	
まもらなければならない」	や	「文化やしゅうきょうがちがう人たちへのさべつをなく	
さなければならない」	などのメッセージがあった。

　せかいには社会へのメッセージがあるゆうめいなうたがたくさんある。	そして、	うた	

がゆうめいになると、	たくさんの人がうたっているアーティストのファッションや考えに大	
きいえいきょうをうける。	好きなアーティストがせいじや社会の色 な々もんだいについて	

話すと、	きょうみがなかった人も聞くだろう。	私もさべつのもんだいについてあまり考	
えたことがなかったが、	このアーティストのうたや話していることを聞いて、	まわりにい	

る色 な々人のことを考えた。

　コンサートに行って、	ゆうめい人が音楽でつたえるメッセージのえいきょうは大きいと	
かんじた。

かしゅ

かんが

かんが

かんが

おんがく
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Blog Three

Glossed vocabulary
シンガーソングライター	 	 	 singer-songwriter
いじめ	 	 	 	 	 bullying

音楽を聞くと、	げんきになる？

2019年3月15日

　シンガーソングライター	伊東歌詞太郎さんのインタビューを読んだ。

	
	

	

	

	

んなうたをこ	
れからもつくって、	たくさんの人に聞いてもらいたいです。」と話しています。			

おんがく

い とう か し た ろう

い とう か し た ろう

おんがく

おんがく たの

おんがく か し た ろう

か し た ろう べんきょう

Source
朝日新聞　2018年9月1日　夕刊３ページ   Asahi Shimbun newspaper, evening edition 1 September 2018, page 3
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QUESTION TWO

Evaluate ways that music can be used to contribute to our understanding of the world around us. 
Consider the three reading texts on pages 9–11, as well as other perspectives, and fully justify your 
response.

音楽は私たちがまわりの世界について理解するのにどう役立つと思いますか。

９－１１ページの健太くんのブログを読んでわかることや他の視点についても考慮しながら、

あなたの考えを理由とともに論じてください。

おんがく せ かい り かい やく だ

けん た ほか し てん こうりょ

かんが りゆう ろん

PLANNING PAGE – brainstorm your ideas here. This page will not be marked.
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Write your response to Question Two in English or te reo Māori. Use your planning page to 
structure your ideas. 
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