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Level 1 Japanese, 2014
90896  Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance

2.00 pm Monday 10 November 2014 
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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ホームルームの先生 ___________________________________________________________

FIRST TEXT:  学校は　どうでしたか。

Stacey has just received her report from her Japanese exchange school. Use the text to answer 
Question One.

Glossed vocabulary
とくに in particular

Sources: http://yukoncollegeinternational.blogspot.co.nz,  
http://www.kubasaki-hs.pac.dodea.edu/School%20Calendar/photos/Crest.jpg

２０１４年
学生の名前：　ステーシ

学年：　     　一年生

かもく コメント

おんがく ステーシさんは　おんがくがすきです。とてもいい学生です。でも、 
ギターはむずかしいですから、まいにち　ひるやすみにギターを 
れんしゅうします。そして、クラスでひきながら、えい語のうたを　 
うたいました。

びじゅつ 今年　私たちは　手で　えをかきました。ステーシさんは　まだちょっと 
にがてですが、がんばっています。びじゅつの れきしも　べんきょうして
います。ステーシさんは　えより　このべんきょうが　できます。

日本語 日本語は　とてもたいせつな　かもくですが、ステーシさん に　すこし 
むずかしいです。とくに　かんじのべんきょうはたいへんです。日本語の 
しけんには　かんじが　たくさんありますから、まいにち　うちで　 
れんしゅうしてください。

たいいく ステーシさんは　今年のはじめは　ぜんぜんじゅうどうとからて が  
できませんでしたが、今　よくできます。クラスは　みんな　まいにち　 
２キロ はしります。それは　ステーシさんに　むずかしくないです。 
ひまなときに　よく学校のグラウンドで　ジョギング をしますから、 
上手です。ステーシさんは 　とてもげんきな学生です。

ホームルームの先生：ステーシさんは　今年　学校でよくがんばりました。日本に 
きて、あまり日本語が　できませんでした。でも、今 すこし日本語が 分かります。 
ステーシさん、よくできました！

にしかわこうこう
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1. まいにち　何時に　うちにかえりますか。そして、かえってから、何をしますか。

たいてい五時半にかえります。でんしゃは　とてもこんでいますから、たいへんです。 

うちにかえってから、おかあさんとはなしたり、サンドイッチを　たべたりします。 

ときどき　学校のあとで、日本人の　ともだちといっしょに　じゅくに行きます。その日、 

おそくうちにかえります。八時半ごろです。とてもつかれます。

2. クラブかつどうに　何をしますか。そして、いつれんしゅうしますか。

私は　そろばんのクラブに入っています。私はそろばんのことが　しりませんでした。 

でも、すうがくが　すこしとくいですから、入りたかったです。私たちは　そろばんの 

クラブで、先生のはなしをききながら、そろばんをつかって、すうがくのもんだいを　します。

日本でふるいみせで　ときどきそろばんをつかいます。とてもべんりですね。まいしゅうの 

木よう日は学校の　あとで　クラブに行きます。

SECOND TEXT:  ひまなときに　何をしますか。

Terry is on exchange in Japan. His homeroom teacher has asked the class to fill in this survey about 
their free-time activities. These are the questions, with Terry’s replies. Use the text to answer Question 
Two.

Glossed vocabulary
じゅく cram school こと thing
そろばん abacus もんだい problem

[For copyright reasons, these resources 
cannot be reproduced here. See p 5] 

4



3. まいにち　たいてい何時かんぐらい　しゅくだいをしますか。そして、何時にねますか。

たいていばんごはんをたべてから、しゅくだいをします。日本語のしゅくだいは　私に　 

いちばんむずかしいしゅくだいで、じかんがかかります。ですから、あまりはやくねません。 

十二時までしゅくだいを　しています。そして、ときどきわすれますから、あさも　すこし 

します。六時から六時半までです。たいてい　六時半におきます。

4. ひまのときに　何をしますか。

学校の日、ひまが　あまりありませんが、しゅうまつは　学校に行きませんから、ひまが　

すこしあります。ともだちは　土よう日も　クラブかつどうを　していますから、私は　

ときどきクラブの　れんしゅうをみに行きます。そして、おかあさんといっしょに　 

かいものに行きます。日よう日によく　ファミリーレストランに　ばんごはんを　たべに 

行きます。それから、またしゅくだいを　します。

Sources: 
p 4 (top): http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire2/2e19c200694eee5fd6b0b10d1d63d4551257051804_full.jpg
p 4 (bottom): http://www.wallyhood.org/wp-content/uploads/2012/09/Hands-on-Abacus-5.jpg
p 5: http://www.criced.tsukuba.ac.jp/keiei/image/ppe_f4_72.jpg 
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THIRD TEXT:  どのホテルが　いいでしょうか。

Stacey’s family is coming to visit her in Japan. She is giving the following details about her family and 
two hotels she has found to her Japanese teacher so that she can recommend a place to stay. Use the 
text to answer Question Three and Question Four.

Glossed vocabulary
けしき view          きこえます can hear
おと sound    ゆっくりします to relax

私のかぞくは　四人です。ちちとははと　いもうとと私です。ちちは　日本りょうりが　 

すきですが、たいてい　ステーキか　ハンバーガーをたべます。ばんごはんをたべてから、 

いつも　おふろに入ります。ははは　しずかなところにとまりたいです。まいしゅうの 

日よう日に　きょうかいに行きます。いもうとはどうぶつが　だいすきで、日本で　パンダ

を　みたいです。いもうとは　まいにちあさごはんの　前に　すいえいをします。

ホテル１

かねこホテルは　五かいだての　あたらしいホテルです。 

三年前にできました。いなかにあって、くうこうから　 

二十分だけです。ホテルからの　けしきは　とてもきれいです。

四かいと五かいから　大きくてたかいきょうかいと　ひろい　 

こうえんがみえます。一つのへやに　しんしつが　二つあって、

大きいふろばも　あります。だいどころはありませんが、ホテルのそばに　ファミリー 

レストランと日本りょうりの　レストランがあります。ホテルの前に　バスていがあって、

どうぶつえんは　バスで十分ぐらいです。

ホテル2

えびすホテルは　ちょっとふるいホテルですが、とてもべんりな 

ホテルです。みせや　ぎんこうにちかくて、えきから　あるいて 

五分だけです。ホテルの中はときどきにぎやかですが、へやの中は

とてもしずかです。そとからの　おとが　ぜんぜんきこえません。 

へやに　ベッドが　二つ、ひろい  いまと　シャワーがあります。

いまで　ソファーにすわって、テレビをみたり、ゆっくりしたりできます。プールも 

あります。このホテルに　レストランが三つと　きっさてんが　一つあります。いろいろな

りょうりをつくっています。日よう日のよる　へやのねだんは　いちばんやすいです。

Sources:
Hotel 1: http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-f/02/4b/78/f3
Hotel 2: http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-f/02/bf/5b/df/caption.jpg
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