
1

© New Zealand Qualifications Authority, 2021. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced by any means without the prior permission of the New Zealand Qualifications Authority.

Level 1 Japanese 2021
90896 Demonstrate understanding of a variety 

of Japanese texts on areas of most immediate relevance

Credits: Five

RESOURCE BOOKLET

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

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: 原 宿  (Harajuku)

Keiko and her New Zealand friend Jane are texting each other as they try to plan their afternoon in 
Harajuku, Tokyo.

はらじゅく

今日、　ごごは　やすみですから、　はらじゅくに
あそびに　行きませんか。K

11:05 AM

いいですね。　はらじゅくえきで　
あいましょう。　二時は　どうですか。 J

11:08 AM

ええ、　いいですよ。K
11:11 AM

はやく　つきました。　時かんが　ありますから、
ちょっと　本やに　入って　まって　います。K

1:15 PM

えきの　となりです。K
1:54 PM

コンビニの　となりの　です。　二かいの
まどの　そばに　すわって　います。K

2:07 PM

つきました。　本やは　どこですか。 J
1:53 PM

ええ？　本やは　三つ　ありますよ。 J
1:58 PM

J
11:13 AM

じゃ、　また。

じゃ、　まだ、　ひるごはんを　たべて
いませんから、　クレープや　に　行って
まって　います。K

2:00 PM

どの　クレープやですか。 J
2:01 PM
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クレープやが　みえました。　でも、　すごく
こんでいます。　何を　きて　いますか。 J

2:13 PM

J
2:34 PM

ええ？　その　みせですか。　そこは　ここから　
とおいです。　もう　つかれました。　私は　ここで
一人で　クレープを　たべて、　かえります。

J
2:55 PM

私は　今　えきです。　これから　でんしゃに
のって　かえります。

あら！　私もです。　あ、　ジェーンさんが
みえました！　せが　たかいですから。　 K

2:58 PM

J
2:39 PM

だいじょうぶですよ。

J
3:00 PM

ああ、　よかったです！

K
2:15 PM

ピンクの　シャツと　きいろい　スカートです。
おいしい　いちご　クレープを　たべて　います

K
2:23 PM そこ　じゃないです。　ここですよ

 

K
2:36 PM

J
2:19 PMあれ？　いませんよ。　この　みせですか
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TEXT B: かいもの (Shopping)

Leiani and her Japanese host sister Yukiko are having a conversation online.

Glossed vocabulary

もの things 

レイアニ

ゆきこ

その　かばんは　「ランドセル」　で、　小学生の　かばんです。　大きくて
べんりですが、　中学生や　こうこう生は　ぜんぜん　つかいませんよ。

でも、　だいじょうぶです。　いくらですか。

レイアニ

らいしゅう、　おねえさんの　たんじょう日ですから、　プレゼントを
あげたいです。　おねえさんの　かばんは　ふるく　なりましたから、
あたらしいのが　いいでしょう。　おねえさんは　日本の　ものが　
すきです。　日本の　かばんは　ニュージーランドの　より　
おもしろいですよね。

この　かばんは　かわいいですね。　おねえさんは　あかが　
すきですが、　ちょっと　小さそうですね。　ふべんでしょう。

レイアニ

え？　たかいですね。
ゆきこ

三万三千円です。

Online chat

4



ゆきこ

じゃ、　この　かばんは　どうですか。

レイアニ

Tokyoの　下の　かんじは　「ねこの目」　ですね。
私の　うちに　ねこが　いて、　おねえさんの　
ベッドで　ねます。

ゆきこ

そうですか。　やすくて、　いい　かばんですよ。　でも、
小さくないですか。　学校には、　おべんとうや　ノートや
たくさんの　本を　もって行きますから。。。

この　かばんは　はるの　デザインですね。　さくらの
はなが　きれいです。　たいいくの　日には、　
スポーツの　T シャツや　半ずぼんを　入れても　
いいですね。　それから、　大きい　かばんですから、
水えいの　時には、　タオルも　入りますね。

レイアニ
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TEXT C: もったいない (Mottainai)

Julia keeps hearing a new word. Read the cartoon to find out when she hears it.

かみに　かんじの　れんしゅうを　して　いました。
おわってから、　その　かみを　ごみばこに　入れに
行きました。　ともだちは。。。

もったいない

だから、　その　かみで、　
おりがみの　いぬを　つくりました。

だから、　ぜんぶ　たべました。

ニュージーランドで、　あさごはんは　トーストか
シリアルです。　でも、　日本の　あさごはんは、
たまご、　サラダ、　さかな、　みそしるや　のり　

です。　私は　あさごはんを　ぜんぶ
たべませんでした。　おかあさんは。。。

もったいない

6



学校で、　日本語の　先生は　ノートや
えんぴつを　もう　つかいませんから、
私は。。。

もったいない

今　日本語の　クラスで　先生からの
ノートや　えんぴつを　つかっています。

私は　みどりの　セーターが　大すきですが、
私は　せが　たかくなって、　セーターは　もう
小さすぎますから、　ぜんぜん　きません。
いもうとは。。。

もったいない

だから、　その　セーターを　

いもうとに　あげました。　いもうとは
今、　まい日　きています。
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