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Level 1 Japanese, 2015
90896  Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance

9.30 a.m. Tuesday 17 November 2015 
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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FIRST TEXT:  ホストファミリー / Host Family

Daniel is going on a school trip to Fukuoka, Japan. Read the email below from Daniel’s host brother, 
Masa, explaining about their house and family routines. Use it to answer Question One. 

ダニエルくん、こんにちは。おげんきですか。らいしゅう  ふくおかに きますね。 
ぼくの かぞくは  まちの  アパートに すんでいます。ダニエルくんの うちより 
小さいですよ。ごめんなさい。へやが 五つ あります。しんしつが 三つと  いまと 
だいどころがあります。一つの  しんしつは たたみの へやです。おきゃくさんは 
そのへやで  ねます。

アパートの  前の  コンビニは  とてもべんりです。おとうとは よくそこで おかし 
をかいます。ですから、ちょっと ふとっています。

おかあさんは  まいあさ  はやく おきて、あさごはんを つくったり、せんたくを 
したりします。おとうさんは  七時に でんしゃで  しごとに 行きます。ぼくは 
おとうとと  学校に あるいて行きます。ぼくは  サッカークラブに  入っています。 
まい日  学校の  グラウンドで れんしゅうします。ダニエルくん、サッカーが すき 
ですね。いっしょに れんしゅうしましょう。

おげんきで

まさ

まさ

ぼくのうち
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SECOND TEXT:  日本へのりょこう / Trip to Japan

Read the schedule below that the Japanese teacher has prepared for the first two days of the trip to 
Japan. Use it to answer Question Two.

Glossed vocabulary
りょこう trip

あさ ひる よる
三月二十二日 スーツケースに

ようふくや おみやげ
を入れてください。
シンガポールくうこう
に  行きますから、
シンガポールドルを
わすれては
いけません。

十一時半に くうこう
の 二かいの
きっさてんの前で
あいます。
おくれてはだめです。
ひこうきは 一時半に
出ます。

よるは ひこうきの
中で ねます。

三月二十三日 ごぜん五時五十分に
おおさかくうこうに
つきます。あさ
はやいですから、
でんしゃは
はしりません。です
から、くうこうで
あさごはんをたべて、
ちょっと まちます。

八時にバスで
おおさかえきまで
行きます。十一時半の
しんかんせんに
のって、ふくおかに
行きます。三時十分に
つきます。ホスト
ファミリーのみなさん
はふくおかえきで
まっています。
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THIRD TEXT:  ふくおか / Fukuoka

This is a brochure showing some of the attractions available in Fukuoka. Use this to answer Question 
Three.

Source: http://www.destination360.com/asia/japan/fukuoka/hyatt-regency-fukuoka/hotel-map

For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here.
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Glossed vocabulary
けしき view

For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here.
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FOURTH TEXT:  私は はなみをしました！ / I went flower viewing!

One of the New Zealand students, Marama, has written a blog about her “Hanami” experience. Use this 
to answer Question Four.

Glossed vocabulary
まいづる name of a place  
シートをしきます to lay out a sheet

四月八日

きのう  ホストファミリーといっしょに  まいづるこうえんに  はなみをしに 
行きました。今  はるの  はじめですから、さくらの  はなが  とてもきれいです。 
まいづるこうえんの  はなは 日本でゆうめいです。

私たちは  はやくおきて、あさごはんを  たべてから、うちを  出ました。まいづる 
こうえんは  ホストファミリーの  うちから  とおいです。くるまで  一時かん半 
ぐらい  かかりました。こうえんについて、木の下で  大きくてあおい 
シートを  しきました。  みんな このシートの上に  すわりながら、はなをみたり、 
あそんだりしました。シートの上では くつを  はきませんでした。

こうえんは  こんでいました。私には  ちょっと  にぎやかすぎました。そして、 
たくさんの  女の人が きれいな  きものを  きていました。おもしろかったです。 
すこし  カラオケをして、おいしいおべんとうを  たべました。 
とても  たのしい一日でした。

Source (image): http://www.japan-guide.com/blog/sakura15/g/150327_fukuoka_08.jpg

For copyright reasons, this resource cannot be reproduced here.
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