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Level 1 Japanese, 2011
90896  Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance
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RESOURCE BOOKLE�

Use the texts in this booklet to answer the questions for Japanese 90896.

Check that this booklet has pages 2 – 5 in the correct order and that none of these pages is blank.

YOU MAY KEEP THIS BOOKLET AT THE END OF THE EXAMINATION.
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FI�ST TEXT:  EMAIL TO JAPANESE F�IEND ABOUT NEW SCHOOL

Read the email that Sue sent to her Japanese friend Hanako about Sue’s new school in New Zealand. 
Use it to answer Question One on page 2 and page 3 and Question �wo on page � of Japanese 90896.

Glossed Vocabulary
じかんわり  timetable
けいたい   mobile

Subject

To:

Add Cc Add Bcc

Attach a file

Check Spelling

Send Save Now Discard

あたらしい　学校

Hanako

はなこさんへ、

おげんきですか。今てんきは　あついです。私は　今年　二月に　こうこうに　
入りました。

これは　私の　じかんわり　です。

月よう日 金よう日木よう日水よう日火よう日

九時十分前 ホームローム ホームロームホームロームホームロームホームローム

九時
一じかんめ すうがく ちりたいいくえいごりか

十時
二じかんめ ちり おんがく えいごりかすうがく

十一時 やすみ やすみやすみやすみやすみ

十一時二十分
三じかんめ おんがく えいごりかすうがく ちり

十二時十五分 ひるごはん ひるごはんひるごはんひるごはんひるごはん

一時十分
四じかんめ えいご りかすうがくちりおんがく

二時十分
五じかんめ りか すうがくちりたいいくえいご

三時十分 おわり おわりおわりおわりおわり
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FI�ST TEXT CONTINUED

Send Save Now Discard

私は　せいふくが　すきです。　女の子は　しろいブラウスを　きて、　みどりと
あかいスカートと　くろいサンダルを　はきます。　男の子は　しろいシャツを　
きて、あおいショーツを　はいて、くろいサンダルを　はきます。　ふゆに　
女の子と　男の子は　くろいズボンを　はいてもいいです。

学校に　アイポッドと　けいたいでんわを　もってきて　もいいですが、クラスの中で　
つかってはいけません。　やすみに　そとで　つかってもいいです。　私は　たんじょうびに
アイポッドが　ほしかったですが　たかすぎました。　ちちと　ははは　私に　アイポッドを　
かいたくなかったですから　私は　アイポッドが　ありません。   けいたいでんわも　
ありません。   はなこさんは　アイポッドか　けいたいでんわが　ありますか。

日本語を　べんきょうしたいですが、　この学校は　日本語の先生が　いません。　
ざんねんですね。　私は　中学校で　もう　二年かん　日本語を　べんきょうしましたから　
日本語が　だいすきに　なりました。　そして　日本人と　ともだちに　なりました。   
こうこうに　日本語の　かもくが　ありませんから　学校のあとで　日本人の　ともだちは　
私に　日本語を　おしえます。　日本語で　はなしたり、　ひらがなと　カタカナと　かんじを
かいたり、  日本語の　まんがを　よんだり　します。

私は　おんがくも　すきです。　学校で　べんきょうします。　そして　ギターを　ならいます。
七才から　ギターを　ひいていました。　まい日　学校の　前に　うちで　四十五分　
れんしゅうします。   ギターの先生に　なりたいです。

私は　はなこさんに　また　あいたいですから　らいねん　日本に　行くつもりです。　
日本語が　じょうずに　なりたいです。　がんばります。　

スーより
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SECOND TEXT:  ADVE�TISEMENT

Read the description of the family and their housing preferences. �hen read the descriptions of the two 
available places they could live in and rent in New Zealand. Use the family’s preferences, together with 
the information about each place they could rent, to answer Question �hree on page 5 of Japanese 
90896.

Glossed Vocabulary
たなか   a Japanese family name
ねだん   price

たなかのかぞく

かぞくは　五人です。おとうさん、おかあさん、女の子が　二人と　男の子が　一人です。　
おねえさんは　十三才で、おにいさんは　十一才で、いもうとさんは　九才　です。　

子どもたちは　そとで　あそびたいですから　にわが　ほしい　です。そして　学校まで　 
あるきたいですが　とおくないです。

おとうさんの　しごとは　まちに　あります。　おとうさんは　くるまが　ありますが　 
でんしゃに　のって　コンピュータを　つかったり、でんわで　はなしたり　しますから　 
でんしゃが　すきです。

Number 1  うち

このうちは　ひろくて　にかいだて　 
ですが、ちょっと　ふるいです。しんしつが
四つあります。　大きいにわが　あります。
そして　学校と　こうえんに　ちかいです。
子どもは　うちから　学校まで　あるいて　
十分かかります。でんしゃは　うちから　 
まちまで　三十五分　かかります。　

いっしゅうかんの　ねだんは　四百七十ドル 
です。

Number 2  アパート

このアパートは　あたらしいですが　 
小さいです。　しんしつが　三つ 
あります。　プールが　ありますが、にわが
ありません。　みせに　ちかいです。でも　
学校から　とおいです。　バスは　 
アパートから　学校まで　二十分かかります。 
アパートは　まちから　あまり　 
とおくじゃありません。くるまは　まちまで 
十五分　かかって　でんしゃは　十分　 
かかります。　

いっしゅうかんの　ねだんは　 
五百二十ドルです。

[For copyright reasons, 
this resource cannot be 

reproduced here. See next 
page.] 

[For copyright reasons, 
this resource cannot be 

reproduced here. See next 
page.] 
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THI�D TEXT:  FACEBOOK ENT�Y

Read an excerpt from Mary’s Facebook entry. Use it to answer Question Four on page 6 of Japanese 
90896.

Glossed Vocabulary
あびます   to wash

五月　十六日　月よう日

Mary Peters　
私は　三日前　日本に　きました。　二しゅうかん　日本に　います。

今ホストかぞくと　とまっています。　私は　一つの日に　あさごはんを　たべながら　

ホストかぞくと　はなしました。　みなさん　はやく　はなしました。　私は　ぜんぜん　

わかりませんでした。ニュージーランドに　かえりたかったです。　でも　かぞくは　

やさしいです。今　ゆっくりと　かんたんな日本語を　はなします。　だいじょうぶです。

日本のうちが　すきです。　日本人は　よるに　ねる前に　おふろに　入ります。　私は　

ニュージーランドに　いつも　あさに　シャワーを　あびました。

3 hours ago    Like   Comment

Manisha Kapoor    私は　日本の　おふろが　大すきです。　ゆっくりできました。
ときどき　おふろの中で　本を　よみました。

たべものは　どうですか。　さしみが　すきですか。

1 hour ago    Like

Mary Peters　日本の　たべものは　たいてい　おいしいです。　でも　さしみが　あまり　
すきじゃない　です。　いちばん　すきなたべものは　やきそばです。

30 minutes ago    Like

Riko Tanaka　私も　やきそばが　すきです。　さしみと　すしが　大すきです。
ときどき　うちで　すしを　つくります。

10 minutes ago    Like

Mary Peters でも　私は　きのう　たくさん　やきそばを　たべました。　それから
ケーキと　チョコレートも　たべました。　たべすぎましたから　びょうきに　

なりました。　はやく　ねました。　今日　だいじょうぶです。
5 minutes ago    Like

 

Sources page 4:
(left) http://oldimages.realestate.co.nz/edi/OSLBARF001/photos/�3�783-1.jpg
(right) http://www.holiday-velvet.com/imgs/properties/c/central%20tokyo_7021_1.jpg

Sources page 5:
(Mary) http://pinkbarrette.org/images/teen%20girl.jpg
(Manisha) http://www.indiantvtoday.com/wp-content/uploads/2008/06/koyalrana2706081.jpg
(Riko) http://images02.olx.com.ph/ui/1/61/37/2835�37_1.jpg

[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See below.] 
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