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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.

Answer three questions: Question 1, Question 2 and Question 3(a) or Question 3(b) or Question 3(c).

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [  ] at the end of each question or part question.

JAPANESE 0519/04

Paper 4 Writing For Examination from 2015

SPECIMEN PAPER

 1 hour 15 minutes

Candidates answer on the Question Paper.

No Additional Materials are required.
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Section 1
せつもん1

1 あなたは　今年の夏　おじいさんと　おばあさんの　うちに　行きます。

	 もっていくものを　日本語で　8つ　書いてください。
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[Total: 5]
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2	 	あなたが　好きな　有名人について　書いてください。

 (a)	 その　人は　だれで　しごとは　何　ですか。

 (b)	どんな　人　ですか。

 (c)	 どうして　その　人が　好き　ですか。

 (d)	大人に　なったとき　おなじ　しごとが　したい　ですか。それは　どうして

	 	 ですか。

げんこうようしに　日本語で　100じ～150じで　書いてください。

[Total: 15]
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Section 2
せつもん2

3 下の (A) ～ (C) の　中から　一つ　えらんで　げんこうようしに　日本語で

 250じから～300じで　書いてください。

 (a) たんじょうびパーティー

	 	先週　ともだちが　あなたの　たんじょうびパーティーを　しました。　 

あなたは　そのときまで　パーティーのことを　知りませんでした。　日本の 

友だちに　メールを　書いてください。

  •	 	その　パーティーについて　せつめいしてください。　だれが　

来ましたか。

  •	 たんじょうびの　何が　好きですか。　それは　どうして　ですか。

  •	 パーティーが　おわったとき　どう　思いましたか。

  •	 来年　たんじょうびに　何が　したい　ですか。

 (b) あなたが　住んでいる　国

	 	あなたが　住んでいる国について　日本の　新聞に　きじを　 

書いてください。　

  •	 	あなたの　国は　何で　有名　ですか。

  •	 さいきん　どこに　行きましたか。　その　ばしょについて　

	 	 	 せつめいしてください。何が　楽しかった　ですか。

  •	 	どうして　かんこうきゃくは　あなたの　国に　行ったほうが　

いいですか。

 (c)  母が　私を　駅に　おくって　行くとき　車から　へんな　音が　

聞こえました、、、。　話を　書いてください。

  •	 	あなたと　お母さんが　したことを　書いてください。

  •	 電車で　どこに　行くつもり　でしたか。　それは、どうして　ですか。

  •	 あなたは　その一日を　どう　思いましたか。

[Total: 25]
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しつもん3の　こたえを　ここに　書いてください。
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