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Level 2 Japanese, 2017
91136 Demonstrate understanding of a variety of written 

and / or visual Japanese text(s) on familiar matters

2.00 p.m. Thursday 9 November 2017 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for Japanese 91136.

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:  えんそく  Day trip

Aroha is in Japan on a school trip, and is being homestayed by a girl called Kazumi, in Naruto, on the 
island of Shikoku. On the last day of their homestay, the school has arranged for students to go on one 
of two different day trips with their Japanese classmates. Aroha is looking at the posters for each of the 
day trips on the noticeboard, and considering her options. Use the text to answer Question One.

Glossed vocabulary
うずしお  whirlpools

コースA: 鳴門
なると

朝、学校でアニメの 
「ナルト」のようふくを 

きたあとで、バスで鳴門 
のまちを見物 する。

なると

つくり方が分からない人に 
しんせつに せつめいして、 
手つだう。だから、かならず 
おいしいうどんをつくる。

「うずしお」をすぐそば 
で見るために、ふねに 
のって、行く。三時ごろ 
学校にかえる。

「うずしお」 
はすごい！

でも、かぜがつよい時 
ちょっと気分がわるく 
なるかもしれない。

アロハさん
私は「ナルト」を見たことがないから、 
そのようふくを きるのはちょっと。。。 
しかし、りょうりが大すき。そして、ふね 
で「うずしお」を見ることは すばらしい 
と読んだ。でも、日本人の友だち だれも 
このコースをえらばないかもしれない。

見物
二時間

十分

アニメの「ナルト」 鳴門うどんをつくる
なると

「うずしお」

2



FIRST TEXT continued

コースＢ: 神戸
こうべ

前のＴｉｇｅｒｓたい 
Ｇｉａｎｔｓのしあいは 
ひきわけで、どちらの 
チームがかつでしょう。

洋しきのたて物
午前十一時

じゆう時間
午後一時

やきゅうのしあい
午後六時から九時半まで

百五十年ぐらい前に 
外国人がつくった家。 
木やれんがでできた 
たて物がたくさんある。

友だちと買い物を 
したり、昼ごはんを 
食べたりすることが 
できる。ゆうえんち 

もある！

とても大せつで、この 
しあいにかつと日本で 
一ばんになる。

二時間 
かかる

二時間 
かかる

アロハさん
まだおみやげを買っていないから、買い物 
の時間がほしい。そして、やきゅうの 
しあいは、私の国ではあまり見ることが 
できない。でも、つぎの日の朝、はやく

鳴門を出るから、ニュージーランドに 
かえるじゅんびもある。

なると
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SECOND TEXT:  ライン  LINE

Aroha and Kazumi are texting each other, a week after Aroha has returned to New Zealand. Read their 
conversation on the Japanese text messaging app LINE. Use the text to answer Question Two.

Kazumi:

学校はどう？

Aroha:

Aroha:

ほんとうにいや。

色 な々 かもくのために 
今 たくさんのさくぶんを書いて 
いる。そして、 もうすぐしけんが 
ある。

Aroha:

はい、 ニュージーランドではしけん 
が十一月にはじまるから、 三がっき 
のおわりごろと　四がっきは 
とても　いそがしい。 そして、 
四がっきのはじめの一週間　日本に
いたから、 ほかのせいとより　私の
ほうが大へん

Kazumi:

じゃ、どうして九月の休みに日本 
に来た？

Aroha:

先生がきめた。先生は「四月は 
さくらがきれいだから、たくさんの 
人が日本に来て、どこも大へん 
こんでしまう。それから、とまる 
ところがさがしにくいからだめ。」 
と言った。

Kazumi:

でも、先週日本からかえった！
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SECOND TEXT continued

Kazumi:

でも、七月にふゆ休みがある 
でしょう。その時のほうがいい 
じゃない？

Aroha:

日本の七月は天気があつすぎる。 
そして、日本の学校はなつ休みに 
入りはじめるから、学校での 
ホームスティーができない。

Kazumi:

あなたの校長先生は九月に行って 
もいいと言った？びっくり！

Aroha:

どうして？

Kazumi:

日本では　しけんがとても 
大せつ。 だから、 校長先生は 
しけんをうける　三か月前から 
せいとに休みに　とおいところ 
に行かないでくださいと言う。

Aroha:

でも、大学の入学しけんは今年 
じゃない。来年だ。 Kazumi:

二年生のしけんも大せつ。

Aroha:
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THIRD TEXT:  アロハさんのブログ  Aroha’s blog

After returning from Japan, Aroha starts writing a blog to help her to continue to improve her Japanese. 
This is her latest entry. Use the text to answer Question Three.

Glossed vocabulary
アプリ  app      東日本大震災  Tohoku earthquake
スタンプ  sticker      もじ   symbols / letters

ひがしにほんだいしんさい

日本でほとんどの人が LINE をつかう。 Facebook じゃない。 LINE は 

メッセージのアプリ。 ２０１１年東日本大震災の後で、 けいたい電話が 
つかいにくかった。 インタネットは　大じょうぶだったが、 その時 
Facebook のメッセージのアプリがなかった。 だから、 その年の６月に 

東 京 で三人の男の人が LINE をつくった。

一ばんいいことは　LINE のスタンプで、 Facebook のより　ずっといい 
と思う。 そして LINE をつかって、 店やえきで　色 な々物を買うことも 
できる。 友だちは出かける時に　けいたいしか　もって行かない。 私は 
よくさいふを　わすれるから、 ニュージーランドにほしい。

日本で、 Facebook は　Twitter ほど　人気じゃないと聞いた。 
Twitter のメッセージは　百四十もじだけだ。 えい語では　ほんとうに 
みじかいメッセージしか　書くことができない。 でも、 日本語では 
一つか二つのかんじをつかって、 ことばをつくるから、 百四十もじで 
たくさん書くことができる。

ひがしにほんだいしんさい

とうきょう
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