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Japanese NCEA Level 2 
 

Appendix for external assessment 
 

Texts for Achievement Standards 
  
2.1 Demonstrate understanding of a variety of spoken Japanese texts on familiar 
matters 
 
2.4 Demonstrate understanding of a variety of Japanese texts on familiar matters 
 
will reflect the achievement objectives for level 7 for Learning Languages: 
 

• Communicate information, ideas, and opinions through increasingly complex and 
varied texts. 

• Understand texts which explore the views of others, and which develop and 
share personal perspectives. 

Students will be expected to identify linguistic and cultural forms that guide interpretation 
of texts. 
This will involve understanding information, ideas and opinions through increasingly 
complex and varied texts.  
 
Level 2 
Level 2 texts will be based on familiar matters, personal/community interest.  This refers 
to regularly encountered information, ideas and opinions that will be expressed in clear 
standard language. The texts will reflect the relationship between language and culture 
and be adapted as appropriate. 
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KANJI FOR LEVEL 2 (Reading) 
 
田        山         川        近        家        間        車        週         母                        

父    事        見         電	     毎 後       食      朝 昼 

夕        買        売   思      物 言        友	    来 音	 

楽   文        魚   洋      店 飲    茶      高 教 

長       色	       話   書      読 聞     気      午         体     

走        休	      知         多        少	 	  天	 	  同	    外	     国	 

化	 	 々 (repeat mark) 

  
VOCABULARY FOR LEVEL 2 

Hiragana Complete kanji Meaning 
～し  ~ City 
～じょう  counter for tatami mats 
～ずつ  each 
～たい～  ~ versus ~; ~ to ~ 
   

あいうえお    
あいさつ・ごあいさつ	 する  greetings, to greet 
あかちゃん  baby 
あがる 上がる to go up; to enter (house) 
あかるい  light; bright 
あじ（が する)（を	 みる）  taste, to taste, to have a taste 
あぶない  dangerous 
あんぜん（な）  safety, (safe) 
   
いう 言う to say; to be called 
いそがしい  busy 
いっしょうけんめい  diligently 
いっぱい  full; one container-full 
いりぐち 入り口・入口 entrance 
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うける  to sit (an exam), to receive 
うりば 売りば sales counter 
うれしい  to be glad; to be pleased 
うんどうかい  sports day 
   
エアコン  air-conditioning 
えさ  pet food 
えらぶ  to choose 
   
おうえんする  to support; to cheer 
おくる  to send 
 (お)こめ  uncooked rice 
おこる  to get angry 
おちる  to fall; to fail 
おとなしい  quiet; well-behaved 
おなじ 同じ the same 
おもう 思う to think 
おや  parent(s) 
(お)ゆ  hot water 
およぐ  to swim 
   

かきくけこ    
がいこく(じん) 外国(人) foreign country, (foreigner) 
かいだん  staircase 
かがく 化学 Chemistry 
かぎ（を	 かける）  key, (to lock) 
かさ  umbrella 
かじ 家事 housework 
かす  to lend 
かたづける  to tidy up 
かつ  to win 
がっき  school term 
かならず  without fail; always 
からだ 体 body; health 
かりる  to borrow 
   
きそく  rule; regulation 
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きびしい  strict, tough, harsh 
きぶん（が	 いい） 気分（が	 いい） a mood, feeling (feel well) 
きぶん（が	 わるい） 気分（が	 わるい） a mood, feeling (feel ill) 
きめる  to decide on 
きゅうしょく  school lunch 
きょういく 教いく education 
きょうかしょ  textbook 
きょうみ（が	 ある） interest, (to be interested in) 
きんじょ  neighbourhood 
   
くださる 下さる to give (to me/ us) [honorific] 
くらい  dark 
グラス  glass 
くれる  to give (to me/ us) 
   
けが（を	 する）  injury, (to get injured) 
げき  play, drama 
けっか  result, outcome 
けっこん（する）  marriage, (to get married) 
けっこんしき  wedding ceremony 
けんがく（する） 見学（する） (to go on) a study visit 
   
こうりつ  public 
こくご 国語 national language, Japanese 
こくりつ  national  
こたえ  answer 
こたえる  to answer; to reply 
ことば  language; word 
このごろ  recently; these days 
これから  from now on 
   

さしすせそ    
さいきん  recently; lately 
さいふ  wallet 
さがす  to look for 
さがる 下がる to go down, to drop 
さくぶん  essay 
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さしあげる さし上げる to give [honorific] 
   
しかし  however 
しけん（に	 おちる）  (to fail) an examination 
しけん（に	 とおる）  (to pass an) examination 
しつもん（する）  (to ask) a question 
しぬ  to die 
しばふ（を	 かる）  (to mow) the lawn 
しふく  mufti 
じむしょ  office 
しゅうがくりょこう  school trip 
しゅうじ  calligraphy 
じゆうじかん じゆう時間 leisure time, free time 
じゅぎょう  lesson 
じゅく  cram school 
じゅんび（する）  (to make) preparations 
しょくじ 食事 meal 
しょくどう  dining room 
しりつ  private 
しんせつ（な）  kind 
   
すぐ  immediately 
すくない 少ない few; not many 
ずっと  much more; all the time 
すてき（な）  wonderful, lovely 
すばらしい  splendid, brilliant 
   
せいせき（ひょう）  results; marks, (report) 
せいぶつ 生物 Biology 
せつめい（する）  (to give an) explanation 
せんしゅ  athlete 
   
そうしき  funeral 
そつぎょう （する）  graduation, (to graduate) 
そつぎょうしき  graduation ceremony 
   

たちつてと    
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たいいくさい 体いくさい sports festival 
だいたい 大体 generally, on the whole 
だから  therefore 
だす 出す to put out; to send (a letter) 
ただしい  correct 
たてもの たて物 building 
たとえば  for instance; e.g. 
たのしみ に する 楽しみ に する to look forward to 
たのしむ 楽しむ to enjoy 
たのむ  to ask; to request 
たばこ  cigarette 
たばこを	 すう  to smoke 
だんち  housing estate; housing complex 
たんぼ 田んぼ rice field 
   
チーム  team 
ちゅうもん（する）  (to place) an order, (to order) 
   
ついている  to be attached, to be included 
つける  to turn on; to switch on 
つたえる  to give a message 
つつむ  to wrap 
つれてくる つれて来る to accompany; to bring someone 
ていしょく てい食 set menu 
でかける 出かける to go out; to depart; to leave 
   
できている  出来ている to be made of 
テクノロジー  Technology (school subject) 
てつだう  to help; to assist 
でんき 電気 electricity; light 
でんしレンジ 電子レンジ microwave oven 
でんとう(てき)（な）  tradition(al) 
   
どうやって  how about…; how; in what manner 
とおる・（～を）とおる  to go through, to go via 
どくしょ 読書 reading 
とくべつ（な）  special 
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トランプ（を	 する）  (to play) cards 
   

なにぬねの    
   
なくなる・～（が）なくなる  to pass away; to disappear 
なげる  to throw 
なま（の） 生（の） raw, draught (beer) 
ならぶ  to line up; to queue 
   
におい  smell; scent 
にる  to look like; to look alike 
にほんしき（の）～ 日本しき（の）～ Japanese-style ~ 
にゅうがく する 入学 する to start school 
にゅうがくしき 入学しき welcoming ceremony at school 
にゅうがくしけん 入学しけん entrance examination 
にんき（が	 ある） 人気（が ある） (to be) popular 
   
ねだん  price 
   

はひふへほ    
   
はじめて  for the first time; at first 
はずかしい  shy, embarrassed 
はたけ  field; vegetable garden 
はらう  to pay 
ばんぐみ  programme 
はんぶん 半分 half  
   
ヒーター  heater 
ビール  beer 
ひきわけ  a draw 
びっくり する  to be surprised 
ひるま 昼間 daytime 
   
ふくしゅう（する）  (to do) revision 
ぶたにく  pork 
ふつう  normal; ordinary 
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ぶつり  Physics 
ぶんか 文化 culture 
ぶんかさい 文化さい cultural festival 
   
ほか  other, another 
ほとんど  almost all; almost 
ほんとう  true; real 
   
まみむめも    
まける  to lose; to be defeated 
まもる  to obey; to preserve; to keep (a rule) 
まわり  around 
むすこ（さん）  son 
むすめ（さん）  daughter 
もちろん  of course 
もの 物 thing 

もんだい  
problem, question (in test / 
examination) 

   
やゆよ    
やね  roof 

やる  
to do (plain language); to give (e.g. to 
dog) 

   
ゆうえんち  amusement park 
ゆうがた 夕がた evening 
ゆっくりする  to relax; to take your time 
   
ようしき（の）～ 洋しき（の）～ western-style ~ 
ようしょく 洋食 western-style food or meal 
ようちえん  kindergarten 
よびこう よび校 preparatory school for university 
よろこぶ  to be glad; to be pleased 
   

らりるれろ    
りゅうがく（を）する りゅう学 to study abroad; to study overseas 
りゅうがくせい りゅう学生 overseas student 
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りょう  hostel; boarding house 
りょうしん・ごりょうしん  parents 
   
れんが  brick 
   
わ    
わかい  young 
わしつ  Japanese-style room 
わらう  to laugh 
 
  
 


