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Level 3 Japanese 2020
91556 Demonstrate understanding of a variety of extended 

written and / or visual Japanese texts

9.30 a.m. Monday 7 December 2020 
Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

Refer to this booklet to answer the questions for Japanese 91556.

Check that this booklet has pages 2–8 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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TEXT A: スポーツで町をきれいに (Cleaning up the city with sports)

Kazuo has written an article for the school newsletter on World Environment Day. 

Glossed vocabulary

ひろう	 to pick up カヤック	 kayak
ヨーロッパ	 Europe

東京ABC高校

きのう見たテレビばんぐみによると、	鳥は、	ごみをえさだと思って、	食べてしまったそうです。	
ぼくは、	とてもかなしくかんじました。

ぼくたちのまわりには、	海だけではなくて、	森や川、	色 な々所にごみがあります。
ごみをすてない方がいいと思いますが、	すてる人がまだ多いでしょう。	そのごみはどうしたら
いいでしょうか。

あなたは、	スポごみを知っていますか。	スポごみは、	ごみをあつめながらスポーツをする
ことです。	「ジョギングをしながらごみをひろったら、	楽しいスポーツになる」とかんがえた人
がやりはじめました。
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さいきん、	横浜でスポごみをやることにしました。	わかい人も、	たいしょくした人も
いっしょにチームでやりました。	ごみをみつけた時に「ごみ！」と言ってスポーツのように
楽しかったです。	みな、	いっしょうけんめいやったから、	ちょうど一時間だけできれいに
できました。

北ヨーロッパでも、	ごみをあつめることは楽しいけいけんになって
いるそうです。	外国から来たかんこうきゃくがカヤックをしながら
ごみをひろうそうです。	お金ははらわなくてもいいし、	体にいいし、
しげんもまもれるので、	このスポごみはこれから人気になると
思います。

きたないごみをあつめることは、	いやだと思う人がいるかもしれませんが、	しぜんを
まもらなければならないと思います。	まず、	学校のまわりで、	スポごみをしませんか。	
きんじょがきれいになったら、	気分もよくなるはずでしょう。

よこはま
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TEXT B: ガイドブックのこうこく (An advertisement for a guidebook)

This advertisement is for a guidebook about living in Japan.

Glossed vocabulary

ガイドブック	 guidebook もどる	 to return
パニック	 panic

「日本でどうしたらいい？」
「日本でどうしたらいい？」	は日本に住みたい外国人のためのガイドブックです。

•	 日本ではたらきたくても日本の会社のきそくが分からない?
•	 日本語が話せないので何かあった時にこまる?

その人たちのために、	この本はふつうのガイドブックでみつけられないアドバイス
をしています。
たとえば、

•	 おんせんの入り方
•	 みちにまよった時どうしたらいいか
•	 冬、	雪がふったらどうやってあんぜんに駅に行けるか

などのせつめいがあります。
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この本には、 日本に住んでいるりゅう学生からのアドバイスも書いてあります。

メレの話 ：	学生ビザで週に２０時間までアルバイト
をすることができる。	でも、	しゅくだいがあまり
なくても、	たくさんのクラスに行かなければならないし、
クラスも長いし、	はたらきすぎない方がいいと思う。

タリアの話 : アパートをかりる時、	どうやって
やちんをはらうか、	ごみをすてるか、	すぐ聞くと
せいかつがしやすくなるだろう。	それから、	
となりのへやの人といいかんけいを
つくらなければならない。

ジョーの話 ： もし、	電車にのっている時に何か
をなくしても、	パニックにならなくてもいい。	日本で、	
わすれ物はたいていもどってくるはずだから。

ケレアマの話 : この本は、	かんこうちじゃない所を
せつめいしてくれる。	そういう所は、	安いし、	
人が少ないし、	学生にいい。

5



TEXT C: ラグビーワールドカップ (Rugby World Cup)

These two blog posts were written after the 2019 Rugby World Cup in Japan.

Glossed vocabulary

ファン	 fan
マナー	 manner or way of doing something

外国から来たラグビーファンファン
ワールドカップの間、	外国人のかんこうきゃくがふえたので、	日本のかんこうぎょう
の人々はきっとよろこんだだろう。	日本の北から南まで色 な々地方で
しあいがあった。	だから、	私はしあいを楽しみながら、	かんこうちも見に行った。
私はラグビーを見るために日本に来たが、	日本のしゅうかんにもきょうみが
あった。	日本人はごみをすてないし、	しあいがおわった後でそうじをするし、	日本
人のマナーマナーはとてもいいと思った。	それを見て、	外国人もいっしょにそうじをする
ことにした。
日本に来る前に、	日本はこうぎょうがある都市が多くて、	しぜんが少ない所だ
と思っていた。	でも、	日本にうつくしいしぜんがたくさんあることが分かった。
台風が来てたいへんなことがあっても、	ていねいな日本人と日本の文化がもっと
好きになったので、	ほんとうにいい思い出ができた。

6



体いくの先生
新聞によると、	日本の人口の半分がワールドカップのしあいを見たそうだ。	
しあいは、	いつもまんいんで、	日本でもほかのアジアの国でもラグビーファンファンが
多くなったそうだ。	でも、	高校の体いくの先生がラグビーの人気をよろこんでいるかどうか、
分からない。	日本では、	ラグビーは大学と会社のスポーツで、	高校生でラグビー
をしている人は５パーセントしかいない。	生とはクラブかつどうのスポーツを
１つだけえらぶことになっている。	ラグビーファンファンが多くなっても、	クラブかつどうで
ラグビーをえらぶ生とはあまりふえないだろうと言っている。
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