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9.30 a.m. Wednesday 21 November 2018 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

Check that this booklet has pages 2–5 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:  キャンプの　スケジュール  Camp schedule

Yamato and his host sister, Talia, are at school camp in New Zealand. Today is Japanese Day at the 
camp, and information about the day has been posted on the camp noticeboard. Use the notices to 
answer Question One.

Glossed vocabulary
アクティビティー   activity

キャンプの　れんらく
Camp Notices

今日の　てんき：　はれ、　時どき　 
くもり。　ごご、　あつく　なります。

キャンプの　きそく
Camp Rules

•  日本語を 
はなしましょう！

•  けいたいでんわは 
だめ　です

•  いつも、　ぼうしを 
かぶって　ください

•  ノートや　カメラを 
かばんに　入れて 
ください。

今日の　スケジュール： Today’s Schedule
7時半： あさごはん
８時： おべんとうを つくってから、　だいどころの  

そうじを　します。
•  今日は、　おべんとうと　はしを　 

もって行って　ください。
•  のみものは　水と　おちゃ　です。

９時： 一つ目の　アクティビティー
11時： ひるごはんの　前に、　うみで　すいえいが 

できます。
１２時： うみの　そばで、　ともだちと　ピクニックを 

します。
２時： 二つ目の　アクティビティー
4時： ひまな　時間　だから、　シャワーを　あび

たり、　本を　よんだり、　ともだちと　 
はなしたり　できます。

６時： ばんごはんを　たべます。
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SECOND TEXT:  キャンプの　アクティビティー  Camp activities 

Two choices are offered for the first activity in the morning. Read the details below, and Yamato and 
Talia’s responses, and use them to answer Question Two.

Glossed vocabulary
アクティビティー   activity
ふで     brush
コース     course or trail

アクティビティー １

今日は、　たいいくかんで　日本人の　 
先生と　いっしょに、　きれいな　えを　 
かきましょう。　そして、　ふでで、　 
ひらがなや　かんじを　れんしゅう　 
しましょう。　きょ年　と　今年、　　 
かんじを　たくさん　べんきょうしましたね。
それから、　きものを　きて、　日本の 
おちゃを　のんだり、　おかしを　 
たべたり　します。

じてんしゃが　すきで、
ひつじも　みたいです。

Yamato

アクティビティー ２

じてんしゃで、　やまの　コースに
行きましょう。　むずかしくない　です。 
きれいな　やまと　かわと　みずうみが 
みえます。　のうじょうに、　ひつじが　 
たくさん　います。　かわいいですよ。　 
しゃしんを　とりませんか。　のうじょうの 
ちかくの　おみやげやに　おいしい
アイスクリームと　チョコレートが　 
あります。

そうですね。　私は
ながい　コースは

ちょっと。。。 えを　かきたい
です。

Talia
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THIRD TEXT:  さようなら　パーティー  Farewell party  

Talia has a farewell party for Yamato before he returns to Japan. Yamato posts the invitation online, and 
after the party some friends leave comments on his page. Read the invitation and the comments, and 
use them to answer Question Three.

Glossed vocabulary
カラオケ   karaoke

やまとさん　の　さようならパーティー： 
どこ：　タリアさんの　うち。 

いつ：　三月十三日、　日よう日、　三時から　六時半まで。 
パーティーに　きませんか。　タリアさんの　おかあさんに　金よう日までに、

でんわして　ください。 
でんわばんごうは　五三一の九六〇四です。 

日本りゅうりは　いかがですか。 
たべてから、　となりの　こうえんで、　いろいろな　スポーツを　しましょう。

Georgia

おいしい　すしや　ケーキ、　ありがとう！　パーティーで、　みんなで　 
いっしょに　すしを　つくりました。　むずかしかった　ですが、　たのしくて、 
おいしかった　です。　らいしゅう、　かぞくに　すし　を　つくりたい　です。

Chris

あめが　ちょっと　たいへん　でしたね。　こうえんで　ゲームを　 
したかった　ですが、　できませんでした。　みんなは　上手に　カラオケを　 
しましたね。　でも、　ぼくは　うたが　あまり　上手　じゃないです。 
うたより、　スポーツが　とくいです。 

みなさん、　ありがとう！　パーティーは　たのしかったです。　 
ニュージーランドは　よかったです。　またきます！

Yamato
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