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Level 1 Japanese, 2016
90896 Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance
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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:  ホストファミリーへの　てがみ  Letter to host family

Read this letter from Takeshi, who is in Japan, to his New Zealand host family. Use it to answer Question 
One.

Glossed vocabulary
ラグビーワールドカップ   Rugby World Cup
チーム        team

じこしょうかい

はじめまして。 
ぼくの　名前は　やまだ　たけしで、 

十七才です。東京に すんでいます。 

ぼくは、えい語が　にが手 
ですから、今、がんばって 
べんきょう　しています。 
先生と　えい語で はなして、 
いえでも　まいばん、ごはんの 
あと、えい語の ざっしや 
しんぶんを　よんでいます。 

しゅみは、ラグビーです。中学一年生の　時から、クラブかつどうで 
しています。２０１９年の　ラグビー ワールド カップの　日本の 
チームの　メンバーに　なりたいです。ニュージーランドは 
ラグビーが　つよい　ですね。ニュージーランドで、まい日 
れんしゅうして、上手に　なります。

東京は、みちが　こんでいて、うるさすぎます。ニュージーランドでは、 
やすみに、やまのぼりや　キャンプを　したり、のうじょうに　とまって、 
ひつじや　うしを　みたりします。

どうぞ　よろしく。

とうきょう

とうきょう
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SECOND TEXT:  ニュージーランドの　せいかつ  Life in New Zealand

This email from Takeshi is about his life in New Zealand as an international student. Use it to answer 
Question Two.

Glossed vocabulary
こと    things

さとう　ゆうこ

ニュージーランドの　こうこう

日本では、　学校が　つまらなかったですが、ニュージーランドでは、　
たのしいです。たいいくの　クラスで　ネットボールや　クリケットを　
したり、ドラマの　クラスで　ビデオを　つくったり、あたらしいことが　
たくさん　あります。べんきょうは　時どき　大へんです。でも、ともだちが
やさしくて、おもしろいです。

学校で　サンドイッチや　サラダや　くだものを　うっています。　
おいしそうですが、ちょっと　たかいですから、　ぼくは　いつも　
おべんとうを　もって行きます。　ひるごはんを　きょうしつで　たべても
いいですが、　けいたいで　おんがくを　きいては　だめです。　
たべながら　おんがくを　ききたいです。ですから、はれの日は　
どうきゅう生と　けいたいを　もって、　そとの　木の下で　たべます。

また、メールします。

たけし
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THIRD TEXT:  ポリフェス  Polyfest

Takeshi chats online with a classmate, John, about an upcoming event. Use this text to answer Question 
Three. 

Glossed vocabulary
ポリフェス    Polyfest    くに    country

たけし

しゅうまつに	 何を	 しますか。

ジョン しゅうまつは	 てんきが	 いいでしょう？	 ですから、土よう日は	 

ポリフェスに	 行って、日よう日は、へやを	 そうじして、せんたくを	 

します。	 

たけし

ポリフェスは	 何ですか。

ジョン こうこう生が、	 学校で	 いろいろなくにの	 グループに  入って、その

くにの うたや	 ダンスを	 します。四日かん、水よう日から、土よう日まで、 
たくさんの	 グループが、とても	 大きいところで します。かぞくや

こうちょう先生も	 みに行きます。きょ年の	 ぼくたちの	 こうこうの	 

グループの	 しゃしんです。

サモアの グループ トンガの グループ
たけし すごいですね。

ぼくも	 ポリフェスで	 ダンスが	 したいです。

ジョン できますよ。	 きょ年の	 トンガの	 グループに	 日本人が	 いました。	 

今年の	 サモアの	 グループにも	 日本人が	 います。日本人の	 グループも	 

ありますよ。日本人の  グループには	 中ごく人や	 かんこく人が	 います。 
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FOURTH TEXT:  レインボー スプリングス  Rainbow Springs

Read this website about Rainbow Springs, where Takeshi is hoping to visit. Use it to answer Question 
Four. 

Glossed vocabulary
ドル    dollar       チケット    ticket

レインボー スプリングス
レインボー スプリングスに　あそびに　きませんか。オークランドから、ひこうきに　
五十分ぐらい　のって、それから、バスで　三十分ぐらいです。　なつは ごぜん七時半
から　ごご十時まで、ふゆは　ごぜん八時十五分から　ごご九時までです。

レインボー スプリングスは　いなかの　ひろいこうえんです。中に、きれいな　もりと
かわが　あって、いろいろなとりや　どうぶつや　さかなが　います。　キーウィも　
います。　ニュージーランドだけの　とりです。　ひるに　ねて、よるに　おきて、　
キーウィハウスの　中を　あるきます。　みえますが、しゃしんを　とっては　
いけません。

大人　４０ドル、子ども　２０ドルですが、かぞくの　チケットは　大人　二人、子ども
三人で　９９ドルです。　２４時かんは、一まいの　チケットで、 
レインボースプリングスを　出てから、　また　入っても　いいです。とても 
べんりです。

  キーウィ
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