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Level 2 Japanese, 2019
91136 Demonstrate understanding of a variety of written 

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

2.00 p.m. Wednesday 27 November 2019 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

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:  2020年のよてい  Plans for 2020

Read Anna’s blog about her plans for 2020. Use it to answer Question One.

Glossed vocabulary
あんない  information

天気

なつ休み

きのうの昼ごはん

パーティー

しけん

東京オリンピック
私は今、　東京の　高校に　りゅう学していて、　日本語を　べんきょうして 
います。　いつも　いそがしいです。　2020年の　なつ休みの　間に、 
オリンピックが　ありますから、　たくさんの　人が　しあいを　見に　来る 
でしょう。　日本は、　外国人のために、　色 な々じゅんびを　しています。 
あんないを　外国語で　書いたり、　あたらしいたて物を　つくったりして 
います。　これから、　日本は　外国から、　あそびに　来やすくなると 
思います。　ゆうめいなところは、　人で　いっぱいに　なるかもしれません。

しかし、　来年の　七月と　八月の　間に、　私は　東京から　出るつもりです。 
いなかに　行きます。　まだ　いなかに　行ったことが　ありません。　私は 
学校の　りょうに　すんでいます。　へやには　エアコンが　ありませんから、 

東京の　なつは　あつすぎて、　よる、　ねにくいです。　いなかの　ほうが

東京より　バスや　電車が　ふべんだと　聞きました。　でも、　田んぼや、
はたけが　あって、　すずしくて、　人も　少ないから、　えい語を　話す人に 
あまり　あわないそうです。　だから、　日本語を　たくさん　つかうことが 
できて、　文化も　よく　わかると　思います。　とても　楽しみに　しています。

とうきょう

とうきょう

とうきょう

とうきょう

とうきょう
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SECOND TEXT:  デジタルアート  Digital art
Anna, who is in Japan, shares an article about an interesting place that uses digital art developed in 
Japan by a design group called teamLab. Her classmates in New Zealand post comments. Use the 
article and comments to answer Question Two.

Glossed vocabulary
シェフ  chef 

東京に　とくべつなレストランが　できました。　日本の りょうりを 食べている間、
おきゃくさんは　すてきなデジタルアートを　楽しみます。　電気で　つくったアートです。 
たとえば、　はるには　さくらの　え、　ふゆには　ゆきの　えが　見えます。

レストランは　一年に　四かい　あたらしいメニューを　つくります。　たとえば、　なつには、 

たくさんの　なつやさいや　くだものを　つかったりょうりです。　食べ物は　いいにおい 
で、　あじも　よくて、　体にも　いいです。　飲み物も　ついています。　ねだんは　一人 
四万五千円です。　シェフが　メニューを　きめておきますから、　おきゃくさんは　ちゅうもん 
しないで、　ゆっくり　できます。

食事は、　月よう日から　土よう日まで、　よる　七時から　はじまりますから、　六時五十分 
までに　来て　ください。　七時から　十五分おくれると、　入ることが　できません。　この 
ことを　わすれないで　ください。

とうきょう

コメント
ボブ：　デジタルアートは　きれいだけど、　電気を　たくさん　つかうから、　 

よくないと　思う。

メリ：　おいしそうだね。　きょうみが　あるから、　行ってみたい。

ランギ：　高すぎる。　メニューも　えらびたい。

スーヨン：　きそくが　きびしいレストランだね。

3



THIRD TEXT:  スポーツと文化  Sport and culture

Anna, who is attending high school in Japan, and her friends Mari, in Japan, and Tony, in New Zealand, 
message each other online. Use their messages to answer Question Three.

Glossed vocabulary
チケット  ticket
ファン  fan     
イベント  event     

まり

もうすぐ　東京オリンピックが　あるね。 
しあいに　かつために、　せんしゅは 
毎日　いっしょうけんめい　れんしゅう
して　いるよ。　おうえん　したいな。

とうきょう

トニー

ぼくは　テレビで　見るよ。　せんしゅの 
みなさん　けがを　しないと　いいね。

まり

そうね。　人気が あるから、　チケットを 
はやく　買いたいな。　やきゅうが　また、 

オリンピック　スポーツに　なったから、 
私は　友だちと　やきゅうを　見に行く 
つもり。

トニー

日本人の スポーツファンは、　しあいが 
おわってから、　すぐ、　まわりの　ごみを 
ごみばこに　入れると　聞いたよ。 
ほんとう？

まり

そうよ。　日本の　ファンは、　やきゅうの 
しあいや　外国の　大きいスポーツ 
イベントの　後も、　同じことを　するよ。 
いっしょに　かたづけるから、　気分が 
いいね。　日本の　文化の　一つだね。
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THIRD TEXT continued

アナ

私の　学校では、　毎日　そうじを 
しているよ。　体いくさいの　時も、 

がんばって、　そうじを　したの。 

びっくりした。　すばらしいね。 

でも、　オリンピックでは、　そうじを 

するのは　だれかの　しごと　 

でしょう？　その人たちの　しごとが 
なくなってしまう。

まり

ううん、　そう　じゃないよ。　ファンが 
かえった後、　しごとで　そうじを 

する人たちは、　もう　一ど 

グラウンドを　きれいに　するよ。 
ファンは　少し　しか　しないから。
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