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Level 1 Japanese, 2017
90896 Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance

2.00 p.m. Tuesday 14 November 2017 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

Check that this booklet has pages 2–7 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:  りょこうのよてい  Travel plans

Read this Messenger conversation between Rangi, who is in New Zealand, and his host brother, 
Satoshi, who is in Japan. Use it to answer Question One.

ランギくん、こんばんは。 
らいしゅう　日本に　きますね。

おとうさんが　くるまを　うんてんして、 
かぞく　みんなで　くうこうに　行きます。

時どき　ゆきで、きょ年より　さむいです。

さとしくん、こんばんは。 
はい、木よう日に 
ニュージーランドを　出て、 
つぎの日の　あさ　日本に つきます。

ありがとうございます。 
はやく　あいたいです。 
日本は　今　ふゆですね。

東京の　てんきは　どうですか。
とうきょう
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FIRST TEXT continued

じゃあ、セーターと あたたかい ズボンを 
もって行きます。

たのしそうですね。 
さとしくんの　いえに　とまって、 
いっしょに　いろいろ　したいです。 
二しゅうかんは　みじかすぎますね。

二しゅうかん　日本に　いますね。 
日本の　学校は　二十五日から　やすみです。 
クリスマスの　パーティーは　たいてい 
二十四日の　よるですが、 
今年は　ランギくんが　きますから、 
二十五日の　ひるに　します。 
ぼくの　どうきゅう生や　いとこも　きます。 
あたらしい　年の　はじめには 
ちかくの　じんじゃに　行きましょう。

そうですね。 
じゃ、らいしゅう　あいましょう。 
おやすみなさい。
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SECOND TEXT:  イベントのパンフレット  Event pamphlet

This pamphlet is about Tokyo Comic Con. Use it to answer Question Two.

Glossed vocabulary
チケット   ticket      ステージ  stage

東京コミコン
とうきょう

東京ドームで　三日かん！！

十二月二十六日（金）ごぜん十時半から　ごご六時まで

十二月二十七日（土）ごぜん十時から　ごご九時まで

十二月二十八日（日）ごぜん九時から　ごご五時まで

とうきょう

みちが　こみますから　でんしゃで　きてください。

東京えきから　後楽園えきまで　でんしゃで　十五分ぐらい　かかります。

後楽園えきで　おりて、一つ目の　かどを　右に　まがって、つぎの

かどを　左に　まがります。六分ぐらい　かかります。

とうきょう こうらくえん

こうらくえん
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SECOND TEXT continued

チケット: オンラインで 東京ドームで

子ども（六才まで） 八百円 九百円

小学生・中学生 千三百円 千四百円

こうこう生・大学生 千七百円 千八百円

大人 千九百円 二千円

とうきょう

ゆうめいなゲストにあいましょう

イライジャ・ウッド 
「ロード・オブ・ザ・リング」

ダニエル・ラドクリフ 
「ハリー・ポッター」

コスプレ
アニメや　えいがの　中の　人の　 
ようふくを　きて、ステージを あるきます。 
うたを　うたっても　いいです。 
ステージの　上で　たべたり、のんだり　 
しては　いけません。土よう日は　コスプレの 
お金が　かかりません。
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THIRD TEXT:  日本語のクラスのフェイスブック  Year 11 Japanese class Facebook

Gina wrote on the Japanese class Facebook page about her time in Japan. Use her post to answer 
Question Three.

ジーナ

一月六日

ただいま！おととい、ニュージーランドに　かえって　きました。

日本では、こうこうに　二日かん　行って、ホストシスターの　クラスで 
べんきょうしました。

日本の　学校には　まい日　はじめと　おわりに　ホームルームが あって、 
かもくには　えい語や、れきしや、すう学が　ありました。えい語は　むずかしく 
なかったです。

そうじを　してから、クラブかつどうは、たいいくかんで　バスケットボールの 
れんしゅうを　しました。いちばんすきな　ネットボールは　ありませんでした。

グラウンドでは　男の子たちが　サッカーや　やきゅうを　していて、 
クリケットも　ラグビーも　ありませんでした。

きょうしつでは、日本の　こうこう生は　このクラスの　生とより　しずかですが、 
たいいくかんや　グラウンドでは、すごく　げんきでした。

がんばりすぎて、バスケットボールで　手が　いたくなりました。先生に 
くすりを　もらって、のんで、なおりましたから、びょういんには　行きません 
でした。この日は　ちょっと　つかれて、ばんごはんの　前に　すこし 
ねました。でも、学校は　とても　たのしかったです。
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