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Level 3 Japanese, 2013
91556  Demonstrate understanding of a variety of extended 

written and / or visual Japanese texts

2.00 pm Monday 2 December 2013 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for Japanese 91556.

Check that this booklet has pages 2 – 8 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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FIRST TEXT:  友だちのチャット

Read the Facebook chat between some friends, on page 2 and page 3. Use it to answer Question One.

Glossed Vocabulary

日   sun

12月31日　20：30

あきこ   もうす ぐ新年だね。１月１日ははやくおきていっしょに 「初日の出」  を見に行かない？
2時間前  

アナ        え～、 「初日の出」は何？
2時間前    

アナ      へえ...
2時間前    

あきこ   今年の冬はさむすぎるよね。 ずっと雨がすごかったし、 風もつよかったし、きのうは 

            雪だったし。 でも、１月１日ははれだよ。 きっときれいな 「初日の出」 が見られるよ。
2時間前   

まゆみ   じゃあ、 よよぎこうえんで  「初日の出」 を見て、 その後でめいじじんぐうに

　　 　 「初もうで」 にも行こうよ。 これが、 めいじじんぐうのしゃしんだよ。

2時間前

あきこ    「日の出」は、日が出ることだよ！ 「初」 ははじめてといういみで、 一年の

             はじめの日の日の出は 「初日の出」 と言うんだ。
2時間前    

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

はつひ

ではつひ

で

ひ で ひ はつ

ひ で はつ ひ で

はつ ひ で

はつ ひ で

はつ

アナ      「初もうで」 は何？
1時間前    いいね！　コメントする　　シェア

はつ

めいじじんぐう
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アナ        え～、 近くてゆうめいだから神社に行くの？ 神社はしんとうで、 おてらはぶっきょうなん

              でしょう？  しんとうを 信じている人が神社に行って、 ぶっきょうを信じている人がおてらに

    行くんじゃないの？
28分前    

アナ      うん！ わかった！ありがとう！
10分前     

あきこ    あしたは、 とくべつな日だから朝はやくても電車はあるんだよ！ でも、

　　　  よよぎこうえんの近くの駅はきっと人が多いよ。 学校の近くのみた駅の北口で

   会おうよ。 そうしたら、 私たちといっしょだから、 アナもまよわないで行けるよ。
15分前    

あきこ   う～ん、 日本では、 どちらに行ってもいいんだ。 ね、 まゆみ？
27分前    

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

いいね！　コメントする　　シェア

まゆみ    うん、 でも、 とおくて、それはむりだよ。 近いし、 広いし、 めいじじんぐうの近くだし、  

              よよぎこうえんの方がいいと思うよ。
30分前       いいね！　コメントする　　シェア

じんじゃ じんじゃ

じんじゃ

まゆみ   うん。 日本には 「初もうで」 やおまつりの時には、 しんとうを信じている人も、  

    ぶっきょうを信じている人も、 神社にもおてらにも行くしゅうかんがあるんだ。
20分前    

はつ

いいね！　コメントする　　シェア

アナ        へー！ 日本のしゅうきょうはおもしろいね！ あしたはどうやって行くの？

     朝、 はやいから電車はないでしょう？
18分前    いいね！　コメントする　　シェア

あきこ   「もうで」 は神社やおてらに行くといういみなんだ。 だから、 「初もうで」 

   は一年のはじめに神社やおてらに行くことだよ。 「初日の出」 を見るのも

　　　  「初もうで」 に行くのも、 日本のしゅうかんで、 行くと、 新しい年がいい年になるんだよ。 

   でも、 まゆみ、 一ばんきれいに 「初日の出」 が見られる所は海の近くだよ。
50分前    いいね！　コメントする　　シェア

じんじゃ はつ

はつ ひ でじんじゃ

はつ

はつ ひ で

じんじゃ

Sources: 
あきこ:  http://lh5.ggpht.com/_BirvUCzeN8s/ScnhWQcuH4I/AAAAAAAAAig/uCYCcvXInqE/unknown_004.png
アナ:  http://www.freestockphotos.biz/pictures/2/2722/girl.jp
まゆみ:  http://images02.olx.com.ph/ui/1/61/37/2835437_1.jpg
めいじじんぐう  http://www.flickr.com/photos/55018181@N06/galleries/72157628092558916/ 
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SECOND TEXT:  ほくりく新幹線

Read this newspaper article about the Hokuriku bullet train, on page 4 and page 5. Use the text to 
answer Question Two.

Glossed Vocabulary
せいふ   government

しんかんせん

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



Sources:
(p 4) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Hokuriku_shinkansen_map.png 
(p 5) http://akame-satoyama.org/youth/2010/img/nakaikemi.jpg
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THIRD TEXTS:  SFをけいけんする

On pages 6–8, read the task, which includes facts about Bob, and then information about three 
attractions. Use them to answer Question Three and Question Four.

タスク
あなたは、東京に住んでいる高校生です。ニュージーランド人の友だちのボブが、5月9日（木）
から19日（日）まで、しゅう学りょこうで東京に来ます。17日（金）と18日（土）が、じゆう 
時間です。ボブはSF が大好きす。いつも、新しいことにチャレンジしたり、新しいことを
べんきょうしたりするのが楽しいと話しています。買い物とおいしいものを食べることも、
とても好きだけど、こんでいる所は好きじゃないです。ボブが、東京のSFにかんけいがある
アトラクションを二つしょうかいしてほしいと、あなたにたのみました。どれをしょうかい
しますか。
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Sources: 
http://www.trendhunter.com/trends/star-fighter-bus
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronaut_training
http://www.gws.ne.jp/home/suehiro/hamura/jaxa/jaxa.html
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[For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here. 
Source: Lucasfilm] 


