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Level 1 Japanese, 2019
90896 Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance
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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:  ぼくの　うち  My home

Mark is a New Zealand student about to go on a school trip to Japan. He has written a blog to share 
with his host family, and his host family has added some comments to it. Use the blog and comments to 
answer Question One.

Glossed vocabulary
いみ meaning

ぼくは　キーウイーの　のうじょうに　すんでいます。ニュージーランドでは、 
キーウィーには　三つの　いみが　あります。一つ目は　とりの　名前、 
二つ目は　くだものの　名前、三つ目は　ニュージーランド人　です。

なつやすみに、かぞくと　うみに　あそびに　行きます。あつい　ですから、
水えいを　したり、つりを　したり　します。ぼくは　さかなが　すきじゃない
です。でも、おとうさんは　大すき　です。

ぼくの　いぬの　名前は　ブルーノ　です。ブルーノは　ぼくの 
うちの　にわで　はしったり、あそんだり　します。ぼくと 
いっしょに　こうえんに　さんぽに　行きます。うるさい 
ですが、かわいい　です。ねこも　いますが、いつも 
ねています。つまらない　です。

COMMENTS

いい　ですね。私も　つりが　すき　で、したい　ですが、うみから 
とおくに　すんでいますから、あまり　できません。さかなは　おいしい 
ですね。おとうさん

まいあさ、あさごはんに　キーウィーを　たべます。マークくんも 
ニュージーランド人　ですから、キーウィー　ですね。おもしろい　です。

おかあさん

ぼくの　うちにも　いぬが　います。でも、にわが　せまい　ですから、 
あまり　そとに　出ません。いぬは　もう　十五才　だから、あしが 
わるくて、おじいさん　です。けんじ
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SECOND TEXT:  日本の　いえ  Japanese home 

Mark is now in Japan, and is writing about his Japanese homestay family’s house for his friends back in 
New Zealand. Use the information to answer Question Two.

Glossed vocabulary
ふとん  futon, a Japanese-style bed

ホストファミリーの　いえ　です。

いまで、けんじと　いっしょに　テレビを　みたり、 
ひくい　テーブルで　べんきょう　したり　します。 
日本の　だいどころは　小さい　ですから、まいばん、 
いまで　ばんごはんも　たべます。りょうりは　 
おかあさんが　しますが、ぼくと　けんじは　ごはんの 
あとで、おさらを　あらいます。

日本は　シャワーを 
あびてから、おふろに 
入ります。 
あたたかくて、きぶんが 
いい　です。

おじいさんと　おばあさんは　 
ふとんで　ねていますが、ぼくは 
ベッドで　ねます。でも、 
らいしゅう、おてらに　とまりに 
行って、ふとんで　ねます。ぼくも 
ふとんで　ねたかったから、 
よかった　です。

おとうさんの　しゅみは　ドライブ　です。
しゅうまつだけ、くるまを　つかって、 
やまや　かわに　行きます。その時は 
みちが　あまり　こんでいません。でも、 
月よう日から　金よう日まで、でんしゃで 
かいしゃに　行きます。とても　べんり　 
です。

3



THIRD TEXT:  東京ディズニーランドの一日  Day out in Tokyo Disneyland

Mark, his teacher and classmates are all online discussing their plans for their last day in Japan. Use 
their online chat to answer Question Three.

Glossed vocabulary
チケット  ticket
はなび  fireworks

とうきょう

Japan Trip Class Chat

あしたの　あさ、ディズニーランドに　行きます。

先生

いい　ですよ。大へん　ですね。あさって、ニュージーランドに 
かえりますよね。大じょうぶ　ですか。

先生

あした　やすんで　くださいね。

先生

みなさん、ディズニーランドの　チケットは　もう 
かいましたが、そこで、ひるごはんを　たべますから、お金を 
もってきて　ください。 ハンバーガーや　アイスクリームの　 
みせが　たくさん　あります。おみやげやも　あります。 
でも　ちょっと　たかい　ですが。。。

先生

先生、すみませんが、かぜを　ひいて、あたまが　いたい 
ですから、あした　やすんでも　いい　ですか。

Charlotte

はい、ホストマザーから　くすりを　もらいましたから。

Charlotte
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THIRD TEXT continued

Nadia

私は　もう　お金は　ぜんぶ　つかいました。

Mark

ぼくは　すこし　お金が　ありますから、ナディアに　ひるごはんを 
かいますよ。いっしょに　たべませんか。たのしい　でしょう。

先生

マーク、やさしい　ですね。

先生

まいばん、はれの　日には、８時から　ディズニーランドで、 
はなびが　はじまります。でも、あしたの　てんきは　 
くもり　時どき　あめ　でしょう。あめの　日は、はなびが 
ありません。

Iosefa

はなびが　みたい　です。

先生

てんきが　いい　日は　たのしい　でしょうね。いやな 
てんきの　日は、どう　しましょうか。。。 
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