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Level 1 Japanese, 2012
90896  Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance

2.00 pm Wednesday 28 November 2012 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for Japanese 90896.

Check that this booklet has pages 2 – 6 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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[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See below.] 

FIRST TEXT:   ようこさんからの　Eメール  

Read the email below and on page 3 from Emma’s host sister, Yoko, about her family’s life in Japan. 
Use it to answer Question One and Question Two.

Glossed Vocabulary
ざんねんですね  that’s a shame
まつり  festival
でいっぱい  full of

Source: www.japan-guide.com/e/e2163.html

エマさんへ

こんにちは。おげんきですか。... おげんきで

エマ

らい月
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FIRST TEXT continued

3



1 2

RSS TwitterSearch

SECOND TEXT:  日本のおしょうがつ

Read the following blog a Japanese student from the school you will be visiting has made about New 
Year celebrations in Japan. Use it to answer Question Three.

Glossed Vocabulary
おしょうがつ  New Year
いそがしい  busy
おとしだま  New Year envelope

らい月　おしょうがつですね。　... 日本の　おしょうがつは　たのしいですよ。

ゖんのブログ

[For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here. See p 5.] 
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SECOND TEXT continued

Sources: 
en.wikipedia.org/wiki/Japanese_New_Year 
http://pochibukuro.net/

コメント

[For copyright reasons, these resources cannot be reproduced here. See below.] 
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THIRD TEXT:  さようなら　パーティー

Read the following report from the Japanese high school’s newsletter about the “Goodbye Party” held for 
the New Zealand students. Use it to answer Question Four.

Glossed Vocabulary
といって  to say
らく   comfortable

先しゅうの　木よう日のよるは　ニュージーランドの　学生の　さようならパーティーを 

しました。 ニュージーランドの学生は　みんな　やさしくておもしろかったですから、 

たのしいパーテイーを　したかったです。 パーテイーは　しゃかいの　きょうしつで　 

しました。そのきょうしつは　おんがくや　すうがくの　きょうしつより　ひろかった 

ですから、べんりでした。

みなさんは　パーティーに　せいふくを　きてきませんでした。 女の子は　きれいな 

ワンピースを　きていました。そして男の子は　すきなTシャツを　きて、 ジーンズを 

はいていました。

パーテイーで　みんな　いっしょに　ダンスを　したり、いろいろなうたを　うたったり 

しました。ニュージーランドの学生は　マオリのうたが　上手で、とてもたのしかったです。 

みんなおなかが　すいて、おいしいすしと　サンドイッチを　たくさんたべました。おはしが 

ありましたが、みんな　あまりつかいませんでした。手で　すしを　たべました。 

ニュージーランドの学生は　おちゃが　あまりすきじゃないですから、のみものは　オレンジ

ジュースにしました。パーティーのおわりに　私たちは　ニュージーランドの学生に　 

 さようなら」といって、小さいプレゼントを　あげました。日本のおかしと　かわいい 

えんぴつを　あげました。

ニュージーランドの学生は　たくさん　かいものを　しましたから、にもつは　おもく 

なりました。ですから　パーティーのあとで　タクシーで　くうこうまで　行きました。 

タクシーはバスや ちかてつより　らくで、つかれませんでした。

「
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