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LIS�ENING PASSAGE BOOKLE�

�his booklet contains:
• instructions for the teacher reading the listening passages
• listening passages.

Check that this booklet has pages 2–12 in the correct order and that none of these pages is blank.

�he booklet should be given to the teacher reading the listening passages 30 minutes before the start 
of the examination so they can familiarise themselves with it before reading.
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INSTRUCTIONS FOR THE TEACHER

�hirty minutes before the start of the examination the Supervisor will give you this Listening Passage 
Booklet. Remain in the examination room, and familiarise yourself with the booklet’s contents.

When the Supervisor indicates, begin reading aloud at the top of page 3.

Read all the text at a normal classroom learning speed, omitting only the pause instructions given 
in italics.

As you reach each pause instruction, tick the box alongside it. Note that pause times may vary 
according to the length of the reading.

It should take no longer than 60 minutes to complete the reading of the text in this booklet.
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New Zealand Qualifications Authority, NCEA Level 1 Japanese, 2011. 

Open your booklet, Level 1 Japanese, at page 2.

Listen to three passages. You will hear each passage three times:
• �he first time, you will hear the passage as a whole.
• �he second and third times, you will hear the passage in sections, with a pause after each.
• As you listen, you may make notes in the LIS�ENING NO�ES boxes provided.

Answer each question in your choice of English, te reo Māori, and / or Japanese. 

PAUSE 5 SECONDS

Raise your hand if you could hear the instructions clearly.

IF CANDIDATES CANNOT HEAR THE INSTRUCTIONS CLEARLY, ADJUST THE VOLUME OF THE 
RECORDING AND REPEAT THE INSTRUCTIONS FROM THE BEGINNING.

PAUSE 10 SECONDS

FIRST PASSAGE: Visiting Tokyo 

You are a student from New Zealand on a school trip in Japan. You will be in �okyo for three days. �oday, 
you will be given free time. You are allowed to go out in pairs. Your teacher has provided a workbook for 
you to use on your trip. Listen to what the teacher says about what you can do, then complete the entries 
for your workbook in the spaces under each question.

Question One is based on the first passage. You now have 30 seconds to read the question.

PAUSE 30 SECONDS

First Reading
Glossed Vocabulary
さきます  means to bloom
はなみ means cherry blossom viewing

今九時です。今日は　ひまです。かいものを　したり、けんぶつを　したりしたいですか。ともだちと
行ってもいいです。

えきに　行きたいですか。ホステルを　出てから　右にまがって、まっすぐ　行ってください。 
二つめのこうさてんを　左に　まがって、ちょっと　まっすぐ　行ってください。右がわに　えきが　
みえます。

かいものを　したいですか。あきはばらは　いいでしょう。あきはばらえきは　ここから　 
三つめのえきです。あきはばらに　小さくて　やすい日本りょうりのレストランが　たくさん　 
ありますから　いちばんすきな日本りょうりを　たべてもいいです。

けんぶつを　したいですか。どうぶつが　すきですか。うえのこうえんに　どうぶつえんと　おてらが
あります。たくさん　さくらも　あります。三月のおわりから　四月のはじめまで　さくらが　 
さきますから　とても　ゆうめいなところです。日本人は　さくらの木のしたに　すわって、かぞくや
ともだちと　いっしょに　はなみを　したり、おんがくを　きいたり、ピクニックを　したり　 
します。さくらを　みに　行ってください。
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ようふくが　すきですか。はらじゆくに　たくさんの　みせが　あります。みせは　とてもやすいです。
そして　おもしろい人が　はらじゅくに　きます。ときどき　へんなかみのけの人が　います。そして　 
へんなようふくを　きます。

ホステルの　でんわばんごうは　二四三の五七三六です。ノートに　かいてください。 私は　 
ホステルで　四時半から　五時まで　まちます。　五時までに　ホステルに　きてください。　 
きをつけてね。

PAUSE 30 SECONDS

Second and third readings: in sections, with pauses

QUESTION ONE
Use Section (a), Section (b), Section (c), Section (d), and Section (e) to answer this question.

Section (a)

Glossed Vocabulary
さきます  means to bloom
はなみ means cherry blossom viewing

今九時です。今日は　ひまです。かいものを　したり、けんぶつを　したりしたいですか。ともだちと 
行ってもいいです。

えきに　行きたいですか。ホステルを　出てから　右にまがって、まっすぐ　行ってください。 
二つめのこうさてんを　左に　まがって、ちょっと　まっすぐ　行ってください。右がわに　えきが　 
みえます。

PAUSE 20 SECONDS

Section (a) again

今九時です。今日は　ひまです。かいものを　したり、けんぶつを　したりしたいですか。ともだちと 
行ってもいいです。

えきに　行きたいですか。ホステルを　出てから　右にまがって、まっすぐ　行ってください。 
二つめのこうさてんを　左に　まがって、ちょっと　まっすぐ　行ってください。右がわに　えきが　 
みえます。

PAUSE 20 SECONDS

Section (b)

かいものを　したいですか。あきはばらは　いいでしょう。あきはばらえきは　ここから　 
三つめのえきです。あきはばらに　小さくて　やすい日本りょうりのレストランが　たくさん　 
ありますから　いちばんすきな日本りょうりを　たべてもいいです。

PAUSE 20 SECONDS
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Section (b) again

かいものを　したいですか。あきはばらは　いいでしょう。あきはばらえきは　ここから　 
三つめのえきです。あきはばらに　小さくて　やすい日本りょうりのレストランが　たくさん　 
ありますから　いちばんすきな日本りょうりを　たべてもいいです。

PAUSE 20 SECONDS

Section (c)

けんぶつを　したいですか。どうぶつが　すきですか。うえのこうえんに　どうぶつえんと　おてらが
あります。たくさん　さくらも　あります。三月のおわりから　四月のはじめまで　さくらが　 
さきますから　とても　ゆうめいなところです。日本人は　さくらの木のしたに　すわって、かぞくや
ともだちと　いっしょに　はなみを　したり、おんがくを　きいたり、ピクニックを　したり　 
します。さくらを　みに　行ってください。

PAUSE 30 SECONDS

Section (c) again

けんぶつを　したいですか。どうぶつが　すきですか。うえのこうえんに　どうぶつえんと　おてらが
あります。たくさん　さくらも　あります。三月のおわりから　四月のはじめまで　さくらが　 
さきますから　とても　ゆうめいなところです。日本人は　さくらの木のしたに　すわって、かぞくや
ともだちと　いっしょに　はなみを　したり、おんがくを　きいたり、ピクニックを　したり　 
します。さくらを　みに　行ってください。

PAUSE 30 SECONDS

Section (d)

ようふくが　すきですか。はらじゆくに　たくさんの　みせが　あります。みせは　とてもやすいです。
そして　おもしろい人が　はらじゅくに　きます。ときどき　へんなかみのけの人が　います。そして　 
へんなようふくを　きます。

PAUSE 20 SECONDS

Section (d) again

ようふくが　すきですか。はらじゆくに　たくさんの　みせが　あります。みせは　とてもやすいです。
そして　おもしろい人が　はらじゅくに　きます。ときどき　へんなかみのけの人が　います。そして　 
へんなようふくを　きます。

PAUSE 20 SECONDS

Section (e)

ホステルの　でんわばんごうは　二四三の五七三六です。ノートに　かいてください。 私は　 
ホステルで　四時半から　五時まで　まちます。　五時までに　ホステルに　きてください。　 
きをつけてね。

PAUSE 20 SECONDS
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Section (e) again

ホステルの　でんわばんごうは　二四三の五七三六です。ノートに　かいてください。 私は　 
ホステルで　四時半から　五時まで　まちます。　五時までに　ホステルに　きてください。　 
きをつけてね。

PAUSE 20 SECONDS

SECOND PASSAGE: A Day at Sister School

Mr Saito, a teacher at the school, explains what you will be doing tomorrow. As you listen to Mr Saito’s 
speech, fill in the relevant information for entries in your workbook.

Question �wo and Question �hree are based on this passage. You now have 60 seconds to read the 
questions.

PAUSE 60 SECONDS

Glossed Vocabulary
しょどう     means Japanese calligraphy
さどう      means Japanese tea ceremony

First reading

みなさん、はじめまして。私の名前は、さいとです。えいごの先生です。みなさんは　日本語が　 
じょうずですから　日本語で　はなします。わかりましたか。だいじょうぶですか。いいですよ。

あしたは　ごぜん八時二十分に　学校に　きてください。たいいくかんで　スミス先生と　私に　 
あってください。

たいいくかんは　としょかんの　うしろに　あって、この　ホームルームから　あるいて　 
五分かかります。たいいくかんは　じゅうどうと　けんどうのきょうしつですから　学生が　 
たいいくかんの中で　くつを　はいてはいけません。

九時に　えいごのクラスに　行きます。日本人の学生は　えいごが　すきですが　まだ　あまり　 
じょうずじゃないです。あした　ニュージーランドの学生は　日本の学生の　えいごの　先生に　 
なります。いいですか。いつも　えいごで　はなしてください。

えいごのクラスのあとで、日本語のクラスで、ともだちと　日本語を　はなしたり、しょどうを　 
れんしゅうしたり　します。しょどうは　おもしろい　ですね。

ひるやすみに　たいいくかんに　行ってください。たいいくかんの中で　たべては　だめですから　 
たいいくかんの　前のいすで　ひるごはんを　たべてください。　みなさんは　おべんとうを　 
もらいます。日本のりょうりが　すきですか。あしたは、はしを　つかって　おべんとうを　 
たべてください。

一時半から　二時まで　ひまです。日本人のともだちは　学校を　みせます。女の子は　二時に　 
としょかんに　行ってください。さどうを　みて　きものを　きます。

男の子は　たいいくかんに　行って　ください。けんどうを　れんしゅうします。けんどうは　 
むずかしそう　ですね。でも　たのしくて　日本のゆうめいな　スポーツですから　 
がんばってください。
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今、ちょっとまってください。日本人のどうきゅうせいは　きます。またあした。 
どうぞよろしくおねがいします。

PAUSE 30 SECONDS

Second and third readings: in sections, with pauses

QUESTION TWO

Use Section (a), Section (b), Section (c), and Section (d) to answer this question.

Section (a)

みなさん、はじめまして。私の名前は、さいとです。えいごの先生です。みなさんは　日本語が　 
じょうずですから　日本語で　はなします。わかりましたか。だいじょうぶですか。いいですよ。

あしたは　ごぜん八時二十分に　学校に　きてください。たいいくかんで　スミス先生と　私に　 
あってください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (a) again

みなさん、はじめまして。私の名前は、さいとです。えいごの先生です。みなさんは　日本語が　 
じょうずですから　日本語で　はなします。わかりましたか。だいじょうぶですか。いいですよ。

あしたは　ごぜん八時二十分に　学校に　きてください。たいいくかんで　スミス先生と　私に　 
あってください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (b)

たいいくかんは　としょかんの　うしろに　あって、この　ホームルームから　あるいて　 
五分かかります。たいいくかんは　じゅうどうと　けんどうのきょうしつですから　学生が　 
たいいくかんの中で　くつを　はいてはいけません。

PAUSE 20 SECONDS

Section (b) again

たいいくかんは　としょかんの　うしろに　あって、この　ホームルームから　あるいて　 
五分かかります。たいいくかんは　じゅうどうと　けんどうのきょうしつですから　学生が　 
たいいくかんの中で　くつを　はいてはいけません。

PAUSE 20 SECONDS

Section (c)

九時に　えいごのクラスに　行きます。日本人の学生は　えいごが　すきですが　まだ　あまり　 
じょうずじゃないです。あした　ニュージーランドの学生は　日本の学生の　えいごの　先生に　 
なります。いいですか。いつも　えいごで　はなしてください。

PAUSE 20 SECONDS
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Section (c) again

九時に　えいごのクラスに　行きます。日本人の学生は　えいごが　すきですが　まだ　あまり　 
じょうずじゃないです。あした　ニュージーランドの学生は　日本の学生の　えいごの　先生に　 
なります。いいですか。いつも　えいごで　はなしてください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (d)

Glossed Vocabulary
しょどう    means Japanese calligraphy

えいごのクラスのあとで、日本語のクラスで、ともだちと　日本語を　はなしたり、しょどうを　 
れんしゅうしたり　します。しょどうは　おもしろい　ですね。

PAUSE 10 SECONDS

Section (d) again

えいごのクラスのあとで、日本語のクラスで、ともだちと　日本語を　はなしたり、しょどうを　 
れんしゅうしたり　します。しょどうは　おもしろい　ですね。

PAUSE 10 SECONDS

QUESTION THREE

Use Section (e), Section (f), Section (g), and Section (h) to answer this question.

Section (e)

ひるやすみに　たいいくかんに　行ってください。たいいくかんの中で　たべては　だめですから　 
たいいくかんの　前のいすで　ひるごはんを　たべてください。　みなさんは　おべんとうを　 
もらいます。日本のりょうりが　すきですか。あしたは、はしを　つかって　おべんとうを　 
たべてください。

PAUSE 30 SECONDS

Section (e) again

ひるやすみに　たいいくかんに　行ってください。たいいくかんの中で　たべては　だめですから　 
たいいくかんの　前のいすで　ひるごはんを　たべてください。　みなさんは　おべんとうを　 
もらいます。日本のりょうりが　すきですか。あしたは、はしを　つかって　おべんとうを　 
たべてください。

PAUSE 30 SECONDS
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Section (f)

Glossed Vocabulary
さどう     means Japanese tea ceremony

一時半から　二時まで　ひまです。日本人のともだちは　学校を　みせます。女の子は　二時に　 
としょかんに　行ってください。さどうを　みて　きものを　きます。

PAUSE 10 SECONDS

Section (f) again

一時半から　二時まで　ひまです。日本人のともだちは　学校を　みせます。女の子は　二時に　 
としょかんに　行ってください。さどうを　みて　きものを　きます。

PAUSE 10 SECONDS

Section (g)

男の子は　たいいくかんに　行って　ください。けんどうを　れんしゅうします。けんどうは　 
むずかしそう　ですね。でも　たのしくて　日本のゆうめいな　スポーツですから　 
がんばってください。

PAUSE 10 SECONDS

Section (g) again

男の子は　たいいくかんに　行って　ください。けんどうを　れんしゅうします。けんどうは　 
むずかしそう　ですね。でも　たのしくて　日本のゆうめいな　スポーツですから　 
がんばってください。

PAUSE 10 SECONDS

Section (h)

今、ちょっとまってください。日本人のどうきゅうせいは　きます。またあした。 
どうぞよろしくおねがいします。

PAUSE 10 SECONDS

Section (h) again

今、ちょっとまってください。日本人のどうきゅうせいは　きます。またあした。 
どうぞよろしくおねがいします。

PAUSE 10 SECONDS
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THIRD PASSAGE: Day Trip and Final Instructions

You are being given some instructions about a day trip that you will be going on and instructions for 
your final day in Japan. Listen to the instructions given, and then complete the necessary information for 
entries in your workbook.  

Question Four is based on this passage. You now have 30 seconds to read the question. 

PAUSE 30 SECONDS

First reading

みなさん、こんにちは、私は　山本です。はじめまして。今日は　水よう日ですね。　あさって、 
きょうとに　行きます。バスで　日本人のともだちと　 行きます。バスは　ごぜん八時十五分前に　 
でます。ここから　二時かん 　かかります。バスの中で　ときどき　日本人のともだちと　日本語を　 
れんしゅうして　ください。

あさって、学校に　はやく　きてください。ごぜん七時半に　きてください。この日は　せいふくを　 
きません。日本では　あつくなりますから　ショーツを　はきたいですが　たいてい　 
日本人は　おてらで　ショーツを　はきません。ティーシャツを　きて　ズボンを　はいてください。

きょうとは　日本のいちばん　きれいなまちで、そこには、たくさんの　ふるいうちと　みせが　 
あります。きょうとで　けんぶつを　しながら　おてらを　みたり、たくさんの　しゃしんを　 
とったり、日本語で　はなしたり、日本りょうりを　たべたり　してください。カメラを　 
もってきてください。

日本の　デパートは　おみやげが　ありますが　たかすぎますから　おてらのちかくの　小さいみせで
おみやげを　かってください。ごご九時ごろ　かえります。学校で　ホストのおかあさんは　 
まちます。

つぎの日に　学校に　にもつを　もってきてください。この日に　ニュージーランドに　ひこうきで　
かえります。ざんねんですね。あさに　学校で　おりがみを　つくったり、日本語の　うたを　 
うたったり　します。ごご三時に 　学校から　くうこうまで　でんしゃで　行きます。一時かん　 
かかりますが　ひこうきは　ごご七時二十五分に　でますから　くうこうで　時かんが　たくさん　 
あります。

どうぞよろしく　おねがいします。

PAUSE 30 SECONDS

Second and third readings: in sections, with pauses

QUESTION FOUR
Use Section (a), Section (b), Section (c), Section (d), and Section (e) to answer this question. 

Section (a)

みなさん、こんにちは、私は　山本です。はじめまして。今日は　水よう日ですね。　あさって、 
きょうとに　行きます。バスで　日本人のともだちと　 行きます。バスは　ごぜん八時十五分前に　 
でます。ここから　二時かん 　かかります。バスの中で　ときどき　日本人のともだちと　日本語を　 
れんしゅうして　ください。

 PAUSE 20 SECONDS
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Section (a) again

みなさん、こんにちは、私は　山本です。はじめまして。今日は　水よう日ですね。　あさって、 
きょうとに　行きます。バスで　日本人のともだちと　 行きます。バスは　ごぜん八時十五分前に　 
でます。ここから　二時かん 　かかります。バスの中で　ときどき　日本人のともだちと　日本語を　 
れんしゅうして　ください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (b)

あさって、学校に　はやく　きてください。ごぜん七時半に　きてください。この日は　せいふくを　 
きません。日本では　あつくなりますから　ショーツを　はきたいですが　たいてい　 
日本人は　おてらで　ショーツを　はきません。ティーシャツを　きて　ズボンを　はいてください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (b) again

あさって、学校に　はやく　きてください。ごぜん七時半に　きてください。この日は　せいふくを　 
きません。日本では　あつくなりますから　ショーツを　はきたいですが　たいてい　 
日本人は　おてらで　ショーツを　はきません。ティーシャツを　きて　ズボンを　はいてください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (c)

きょうとは　日本のいちばん　きれいなまちで、そこには、たくさんの　ふるいうちと　みせが　 
あります。きょうとで　けんぶつを　しながら　おてらを　みたり、たくさんの　しゃしんを　 
とったり、日本語で　はなしたり、日本りょうりを　たべたり　してください。カメラを　 
もってきてください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (c) again

きょうとは　日本のいちばん　きれいなまちで、そこには、たくさんの　ふるいうちと　みせが　 
あります。きょうとで　けんぶつを　しながら　おてらを　みたり、たくさんの　しゃしんを　 
とったり、日本語で　はなしたり、日本りょうりを　たべたり　してください。カメラを　 
もってきてください。

PAUSE 20 SECONDS

Section (d)

日本の　デパートは　おみやげが　ありますが　たかすぎますから　おてらのちかくの　小さいみせで
おみやげを　かってください。ごご九時ごろ　かえります。学校で　ホストのおかあさんは　 
まちます。

PAUSE 10 SECONDS



12

Section (d) again

日本の　デパートは　おみやげが　ありますが　たかすぎますから　おてらのちかくの　小さいみせで
おみやげを　かってください。ごご九時ごろ　かえります。学校で　ホストのおかあさんは　 
まちます。

PAUSE 10 SECONDS

Section (e)

つぎの日に　学校に　にもつを　もってきてください。この日に　ニュージーランドに　ひこうきで　
かえります。ざんねんですね。あさに　学校で　おりがみを　つくったり、日本語の　うたを　 
うたったり　します。ごご三時に 　学校から　くうこうまで　でんしゃで　行きます。一時かん　 
かかりますが　ひこうきは　ごご七時二十五分に　でますから　くうこうで　時かんが　たくさん　 
あります。

どうぞよろしく　おねがいします。

PAUSE 20 SECONDS

Section (e) again

つぎの日に　学校に　にもつを　もってきてください。この日に　ニュージーランドに　ひこうきで　
かえります。ざんねんですね。あさに　学校で　おりがみを　つくったり、日本語の　うたを　 
うたったり　します。ごご三時に 　学校から　くうこうまで　でんしゃで　行きます。一時かん　 
かかりますが　ひこうきは　ごご七時二十五分に　でますから　くうこうで　時かんが　たくさん　 
あります。

どうぞよろしく　おねがいします。

�his is the end of the Listening Passages.

GIVE THIS LISTENING PASSAGE BOOKLET TO THE SUPERVISOR, AND LEAVE THE ROOM.


