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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.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

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

The number of marks is given in brackets [  ] at the end of each question or part question.
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Paper 4  Writing October/November 2016
 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 あなたの　へやについて　せつめいして　ください。

	 何が　ありますか。　日本語で　8つ　書いて　ください。

   れい：	 コンピューター
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[Total: 5]

れい：
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2	 	あなたの　土曜日と　日曜日について　書いて　ください。

	 (a)	 よく　何を　しますか。

	 (b)	だれと　しますか。

	 (c)	 どこで　しますか。

	 (d)	 	こんどの　土曜日と　日曜日に　何が　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]

(105)

(150)
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つぎに　セクション	2	を　見てください。
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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～300じで　書いて　ください。

 (a) アルバイト

	 		あなたは　今年の　夏休みに　アルバイトを　しました。　日本の　友だちに　その　	

アルバイトについて　てがみを　書いて　ください。

	 	 •	 	どんな　アルバイトを　しましたか。

	 	 •	 どうして　その　アルバイトを　えらびましたか。

	 	 •	 アルバイトの　いい　てんは　何だと　思いますか。

	 	 •	 しょうらい　日本で　しごとを　したいですか。　それは　

	 	 	 どうして　ですか。

	 または

 (b) ダンス

	 	あなたは　ダンスクラブに　入っています。　先週　外国の　中学生と　いっしょに　

	 学校の　みんなの　前で　ダンスを　見せました。　その　ダンスについて　学校の　	

	 新聞に　きじを　書いて　ください。

	 	 •	 	ダンスクラブについて　せつめいして　ください。

	 	 •	 	外国人との　ダンスの　いい　てんや　わるい　てんは　何だと　思いますか。

	 	 •	 	学校の　みんなは　ダンスを　見た後　何と　言いましたか。

	 または

 (c)  	先月　クラスに　新しい　せいとが　入りました。　先週　私と　その子に　

おかしい　ことが　おこりました。

	 	 話を　書いて　ください。

	 	 •	 	その　せいとは　どんな　人　ですか。

	 	 •	 何が　おこりましたか。

	 	 •	 それについて　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。

(150)

(240)

(300)
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