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Trường THPT Phan Châu Trinh          ĐỀ THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

                         -----                                                                           Môn thi : TIẾNG NHẬT  

Thời gian làm bài: 60 phút 

ĐỀ 1      

Câu 1：先生:「Ｂさん、今発表してください。」 

     B:「はい、みなさん、こんにちは。これから発表______。」 

A.していただきます B.させていただきます C.されていただきます D.させていただけます 

 

Câu 2: A：「何回も おねがいしたのに、ナムさんは____________。」 

    B：「それは たいへんでしたね。」 

A.てつだっていけない 

 

B.てつだってくれた 

C.てつだってくれなかった 

 

D.てつだってもない 

 

Câu 3: A:「ここも かわってきましたね。ビルも できたし、みどりも なくなったし。」 

    B:「ええ、これから もっと かわって____________。」  

A.いきましたね B.いくでしょうね C.きましたね D.きたでしょうね 

 

Câu 4:  田中：「かいぎは もう終わりましたか。」 

    山田：「いいえ、まだ______。」 

A.終わっていません B.終わりませんでした C.終わっています D.終わりました 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân 

trongcác câu sau: 

Câu 5:  日本のりょかんにとまったことがありますか。 

A.館旅 B.料間 C.旅間 D.旅館 

Câu 6:  この町は こうぎょうが さかんです。 

A.工業 B.校業 C.交業 D.工集 

Câu 7:ちずで 行きましたが、道を まちがえてしまった。 

A.池図 B.地図 C.地困 D.他図 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 8:  この店は 品物が 多いですね。 

A.しなぶつ B.ひんぶつ C.しなもの D.ひんもの 

Câu 9: すみません。用事が あるので、早く帰ってもいいですか。 

A.ようじ B.よいじ C.よじ D.ようじい 

Câu 10: 何度も言いましたが、分かってくれなくて、こまっています。 

A.なんどう B.なんど C.なにど 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 
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Câu 11: 私は妹に ノートを＿＿＿＿＿＿。 

A.やぶりました B.やぶれました C.やぶせました D.やぶられました 

 

Câu 12: 生と：この問題は 分からないんですが、ちょっと＿＿＿＿＿＿もいいですか。 

    先生：いいですよ。 

A.まいって B.うかがって C.いたして D.お聞きにして 

 

Câu 13: 母は 私＿＿＿ちゃわんを あらわせました。 

A.と B.の C.に D.が 

 

Câu 14: ゆりさんは 歌も上手だし、ダンズもすごいし ________、スタイルもいいです。 

A.だから B.これから C.それで D.それに 

 

Câu 15:  ______ マイさんに 会いに行くところです。 

A.たった今 B.今から C.さっき D.さい近 

 

Câu 16: もうすぐ みんなの前で 発表しますから、 ______ しています。 

A.どきどき B.ときどき C.ぺらぺら D.いろいろ 

 

Câu 17: キムさんは いいてんがとれて、ごりょう親＿＿＿よろこばせました。 

A.は B.が C.に D.を 

 

Câu 18: おきゃくさん：「これをください。」 

        店員：「はい、しょうしょう ＿＿＿ください。」 

A.お待ち B.ご待ち C.お待って D.お待ちにして 

 

Câu 19: ナムさんは口が＿＿＿＿＿＿ですから、安心して何でもそうだんできると思います。 

A.軽い B.重い C.かたい D.やわらかい 

 

Câu 20: この薬が にがくて、 ＿＿＿＿です。 

A.飲みやすい B.飲むやすい C.飲みにくい D.飲むにくい 

 

Câu 21: しつれいですが、こちらの料理も＿＿＿か。 

A.ご注文にします B.ご注文になります C.ご注文なります D.ご注文いたします 

 

Câu 22: はじめまして、「みなみ」と＿＿＿。 

A.言います B.おっしゃいます C.もします D.もうします 

 

Câu 23: ドアのかぎが＿＿＿ありますよ。安心してください。 

A.かかって B.かけて C.しめて D.しまって 
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Câu 24: 私＿＿＿とおりに、おどりを おどってください。 

A.がこれからおどった B.がこれからおどる C.はこれからおどる D.とこれからおどる 

 

Câu 25: 正しくないものは どれですか。 

 A．海に行くなら、６月がいいです。  

 B.  海に行きたいなら、ダナンがいいです。 

 C.  海なら、ミーケビーチがいいと思います。 

 D.  海に行きたいかどうか、いっしょに 行きましょう。 

Câu 26: 今勉強中です。あそびに 行けませんよ。 

A.じゅう B.ちゅう C.なか D.しゅう 

 

Câu 27: 「かぜが なかなか なおりません。」「病院に＿＿＿＿方がいいですよ。」 

A.行く B.行きたい C.行った D.行って 

 

Câu 28: 英語は 世界中で＿＿＿＿＿＿＿＿ 。 

A.話されています B.話させています C.話しています D.話されます 

 

Câu 29: ＿＿＿＿ぜんぶ食べなくてもいいです。 

A.食べたくなかったら B.食べたくなくても C.食べたかったら D.たべたくないか 

 

Câu 30: 正しいものはどれですか。 

A.    母は 私に 教しに なって ほしいです。 

 

 B.   母は 私に 教しに なって ほしいそうです。 

 

C.    母は 私が 教しに なって ほしいそうです。 

 

D.   母は 私に 教しに なる ほしいそうです。 

 

Câu 31: 前は日本語が ぜんぜん 話せませんでしたが、今は＿＿＿＿なりました。 

A.話すように B.話せなく C.話せるように D.はなせることに 

 

Câu 32: おととい 近所の おねえさんは 妹に スカーフを＿＿＿＿。 

A.あげました B.あげます C.くれます D.くれました 

 

Câu 33: 生と：先生は ゆうべ テレビのサッカーのしあいを＿＿＿＿＿＿か。 

A.はい見しました B.お見にしました C.いらっしゃいました D.ごらんになりました 

 

Câu 34: たった今 空こうに______ ところです。 
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A.着く B.着いた C.着いている D.着いて 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) phù hợp với ýnghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 

Câu 35: 友だだちに プレゼントを 用意しました。 

A.友だだちに プレゼントを計画しました。 

B.友だだちに プレゼントをじゅんびしました。 

C.友だだちに プレゼントをしょうたいしまた。 

D.友だだちに プレゼントをはいたつしました。 

 

Câu 36: その日は 大事な仕事が あります。 

A.その日は きゅうな仕事が あります。 

B.その日は 大切な仕事が あります。 

C.その日は ふくざつな仕事が あります。 

D.その日は かんたんな仕事が あります。 

 

Câu 37:   きのうの映画は ちっとも おもしろくなかった。 

A.きのうの 映画は なかなか おもしろくなかった。 

B.きのうの 映画は もちろん おもしろくなかった。 

C.きのうの 映画は すっかり おもしろくなかった。 

D.きのうの 映画は ぜんぜん おもしろくなかった。 

 

Câu 38: 用事が すんだら、メールをします。 

A.用事が 止まったら、メールをします。 

B.用事が できたら、メールをします。 

 

C.用事が 終わったら、メールをします。 

D.用事が 決まったら、メールをします。 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 39, câu 40: 

小さいとき、いなかに 住んでいました。学校が とおくて、たいへんでしたが、よく、学校から 

帰るときに 友だちと のはらを走ったり、川で およいだりしました。家に おそく 帰ってく

るので、母は おこりましたが、あのごろは とても楽しかったです。 

今は、大きな町の会社で はたらいています。のはらや川は ありませんが、お店が たくさんあ

ります。買い物は 便りです。母が 病気になったので、来月から いっしょに住みます。ここは、

病院が近いですから、母にも便りです。でも私はまだ のはらや川で あそびたいです。 

*のはら：Cánh đồng cỏ  

Câu 39：  私は小さいとき、よく 何を しましたか。 

 

A. 友だちと お店に 行きました。 

B. 友だちと のはらや川で あそびました。 

C. 友だちの家に 行きました。 

D. 走って はやく 家に 帰ります。 

Câu 40： 母は、どうして 大きな 町に 住みますか。 

A. 病院が 近いですから。 

B. 買い物が便りですから。 

C. 大きな会社で はたらくからです。 

D. いなかが好きではないからです。 

 

Đọc đoạn văn sau, chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 41đến câu 

43. 

先週の 金よう日、家に 帰ったら、 たいわんの 母が 私の アパートのへやに いた。へや

の かぎを わたしていないのに、どうやって へやに 入ったのか分からなかった。聞いたら、

大家さんに へやの かぎ開けてもらったと言っていた。母は 日本のアイドルのコンサートを見
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たくて、 日本に 来たそうだ。今年 ５０さいに なる母は２１さいのアイドルのファンだ。そ

れで、コンサートに 若い女の子の ような恰好で 出かけて行った。 

私は 日本に 来てから、料理を 作れるように なったので、母に 私の 料理を 食べてほ

しかった。だから、毎晩 日本料理や たいわん料理を 作って、母の 帰りを待っていた。それ

なのに、母は 毎晩 １２時ごろ帰ってきた。一度も 私と 食事を しないで、友だちと あそ

んでばかり 

いたらしい。母は 高校生の ようだ。 

大家さん: chủ nhà              ファン : Fan    アイドル :  thần tượng 

Câu 41:  私の母は どうやってへやに入りましたか。 

A. 大家さんに かぎをもらった。 

B. かぎが 開いていた。 

C. 私が かぎを わたしていた。 

D. 大家さんは かぎを あけた。 

 

Câu 42:  母は何をしにに日本に来ましたか。 

A. 私と 食事をするため 

B. 私に 料理の作り方を教えるため 

C. コンサートに行くため 

D. 友だちの家に止まるため 

 

Câu 43:  私は母をどう思っていますか。一番合うものをえらんでください。 

A. ５０さいらしい B. わかい C. やさしい D. アイドルみたい 

Đọc đoạn văn sau、chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 44 đến 

câu 47 

栃木県（とちぎけん）を旅行したいとき、どこに行ったり、何をしたりすると楽しいでしょうか。 

まず、温泉（おんせん）です。栃木県には、那須温泉（なすおんせん）と鬼怒川温泉（きぬがわお

んせん）という、むかしから有名な温泉があります。 

温泉が好きな人は、一日で両方の温泉に行きたいかもしれません。でも、とおいので、それはむず

かしいと思います。どちらか一つの場所に止まりましょう。 

次にいいところは秋の中禅寺湖（ちゅうぜんじこ）です。けしきがとてもきれいです。みすうみ

のまわりの木の葉が赤やい色になり、うつくしい紅葉をみることができます。ふねでにみずうみを

進むと、けしきがよく見えて、とても気持ちがいいです。 

おいしい食べ物もいろいろあります。特に、イチゴがおいしいです。「とちおとめ」は少し小さ

いイ 

チゴです。そのあと、「スカイベリー」という大きなイチゴが作られました。「スカイベリー」は

ケーキに使われています。「とちおとめ」も「スカイベリー」も栃木県のいろいろな場所で買った

り、食べたりすることができます。 

栃木県：Tỉnh Tôchigi   温泉：Suối nước nóng      

中禅寺湖（ちゅうぜんじこ）：Hồ Chuzenji      紅葉：Lá đỏ 

Câu 44: それとは どんなことですか。 

A. 那須温泉か、鬼怒川温泉か、どちらか 一つに止まること 



Trang 6/57 

 

B. 一日で、那須温泉と鬼怒川温泉の両方に入ること 

 

C. 温泉が 好きな人に、一つの温泉を 選ばせること 

 

D. 温泉が 好きな人に、温泉以外の 楽しい場所を 教えること 

 

Câu 45: とうして中禅寺湖がいいと言っていますか。 

A. 大きなふねに のることが できるからです 

 

B. 秋はみずうみから きれいな木の葉が 見えるからです。 

 

C. みずうみの 水が きれいで、ふねから魚が 見えるからです。 

 

D. みずうみの 水が 赤やきいろに かわって、きれいだからです。 

 

Câu 46: スカイベリー」はどんなイチゴですか。 

 

A. 大きくて、ケーキに 使われているイチゴ 

 

B. 大きくて、ケーキに 使われているイチゴ 

 

C. にがくて、ジャムに 使われているイチゴ 

 

D. あまくて、ジャムに 使われているイチゴ 

 

Câu 47: この文章（ぶんしょうは、どんなことに ついて 書いて ありますか。 

 

A. 栃木県に 住んでいる人が 好きな場所や 好きなくだ物のしゅるい 

 

B. 栃木県に 新しくできた温泉や、むかしの有名な食べ物 

 

C. 栃木県で、旅行に 行くと楽しい場所や おいしい食べ物 

 

D. 栃木県で、あそんだり、おいしい物を 食べたりする人 

 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B,C,D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng: 

 

Câu 48:  雨が ふられて、かぜを ひいてしまった。 

     A    B     C     D 

Câu 49:  電気を ついて おいて くれませんか。 

     A    B    C     D 

Câu 50: レポートの書き方 について お聞きにしたい んですが。 

         A      B      C       D 

-------HẾT------ 
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ĐỀ 2      

Câu 1： A:「先生は 今 どちらですか。」 

      B: 「先生は 今 図書館に______。」 

A.ございます B.なさいます C.いらっしゃいます D.おっしゃいます 

 

Câu 2: A：「きのうから 少し ねつがあって、頭がいたいです。」 

    B：「それは＿＿＿＿＿＿＿＿＿。」 

A. お元気で 

 

B. いけませんね 

C. しつれいします 

 

D. かしこまりました 

 

Câu 3: A:「ナムさんのたん生日に このさいふを あげる つもりです。」 

    B:「そうですか。きっと よろこんで、使って＿＿＿＿＿でしょう。」  

A.あげる B. もらう C. やる D.くれる 

 

Câu 4:  田中：「このまんが、おもしろいですね。」 

          山田：「ああ、家の子も＿＿＿＿＿＿＿＿＿。」 

A.読みたいです B.読もうとします C.読もうと思います D.読みたがっています 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân 

trongcác câu sau: 

Câu 5: この もんだいは むずかしすぎて、先生でも 分かりません。 

A.問題 B.題問 C.門題 D.問台 

Câu 6: くすりを 飲みましたが、かぜが まだ なおっていません。 

A.楽 B.薬 C.集 D.業 

Câu 7:電話のでんちが なくなったので、電話が できなくて、すみません。 

A.雪池 B.電地 C.電池 D.電話 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 8:  旅行者が少なくなってしまいました。 

A.りょこうもの B.りょうこうしゃ C.りょこうしゃ D.りょこうもの 

 

Câu 9: すみません。この新聞紙を もらってもいいですか。 

A.しんぶんかみ B.しんぷんし C.しんふんし D.しんぶんし 

 

Câu 10: 夕方に なった時、外に 出ないでください。 

A.ゆうがた B.ゆうかた C.ゆがた D.ゆうほう 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 
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Câu 11: みんなから 旅行の お金を＿＿＿＿＿＿ところです。 

A.集めおわった B.集まりおわった C.集めたおわった D.集まったおわった 

 

Câu 12: A: これは 先生から＿＿＿＿＿＿ゆかたです。 

     B：いいですね。 

A.くださった B.いただいた C.いたした D.おった 

 

Câu 13: 母は 私＿＿＿ずっと 立たせました。 

A.と B.を C.に D.が 

 

Câu 14: 今度の 土よう日  ひま________、コンサートに 行きませんか。 

A.から B.には C.なら D.とき 

 

Câu 15: 社長は 今 電話に 出て ______ので、しょうしょう お待ちください 。 

A.おる B.なさる C.いたす D.いらっしゃる 

 

Câu 16: 日本語が ______ 話せるように なりたいです。 

A.どきどき B.なかなか C.すらすら D.うきうき 

 

Câu 17: 秋になると、だんだん 木のはの 色がかわって＿＿＿。 

A.みる B.おく C.いく D.ある 

 

Câu 18: この道は いつも＿＿＿＿＿、車が多くないです。 

A.こんでいて B.すいていて C.きれい D.ひまで 

 

Câu 19: 一つ２５０円ですから、四つで＿＿＿＿＿＿1,000 円です。 

A.たいてい B.ほとんど C.たぶん D.ちょうど 

 

Câu 20: きのうはいた＿＿＿＿をせんたくしました。 

A.スカート B.シャツ C.セーター D.スーツケース 

 

Câu 21: 友だちが 病気に なったので、＿＿＿＿に 行きましょう。 

A.あいさつ B.おいわい C.おみまい D.おれい 

 

Câu 22: すみません、先生は さきほど 何と＿＿＿＿＿＿か。 

A.いらっしゃいました B.おっしゃいました C.なさいました D.もうしました 

 

Câu 23: ドアの かぎを＿＿＿おきましたから、安心してください。 

A.かかって B.かけて C.しめて D.しまって 
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Câu 24: A: 「キムさん、この本は もう読みましたか。」 

      B: 「いいえ、まだ１ページも＿＿＿＿＿。 

A.読んでいません B.読みません C.読んでいます D.読みませんでした 

 

Câu 25: 田中先生を ごぞんじですか。 

 A． 田中先生が 好きですか。          B.   田中先生を 知りますか。 

 C.   田中先生を 知っていますか。        D.   田中先生に 毎日 会いますか。 

Câu 26: 朝 早く行った＿＿＿、きっぷは 買えませんでした。 

A.ので B.のに C.でも D.のは 

 

Câu 27: 時間が ない＿＿＿＿、いそぎましょう。」 

A.ので B.のに C.でも D.には 

 

Câu 28: この にんぎょうは 木と 紙で＿＿＿＿＿＿＿＿。 

A.使われています B.作られています C.作っています D.使っています 

 

Câu 29: 天気が＿＿＿＿、サーカーの しあいを 中止します。 

A.よかったら B.いいから C.よくない D.よくなかったら 

 

Câu 30: さい近 ゴルフをする人がずいぶん ふえました。 

A.  さい近 ゴルフをする人が 少し多くなりました。 

 

B.  さい近 ゴルフをする人が だいぶ 多くなりました。 

 

C.  さい近 ゴルフをする人が少し 少なくなりました。 

 

D.  さい近 ゴルフをする人が だいぶ 少なくなりました。 

 

Câu 31: 「あら、どうしたんですか。ずいぶん ぬれて。」 

    「雨に＿＿＿＿。かさを 持って 行かなかったので。」 

A. ふりました B.ふられます C.ふられました D.ふります 

 

Câu 32: 読んだ本は 自分で 本だなに ＿＿＿＿ください。 

A.もどしてみて B. もどしてしまって C. もどしていて D. もどしておいて 

 

Câu 33: 「英語が上手ですね。」  「小さい時、母が＿＿＿＿＿＿くれましたから。」 

A.習わせて B.習って C.習い D.習わせ 

 

Câu 34: そうじが______ 終わって、よかったです。 
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A.とうとう B.ぐっすり C.ゆっくり D.やっと 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) phù hợp với ýnghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 

 

Câu 35: では、明日 研究室に おじゃまします。 

A. 明日研究室に 行きます。 

B.  明日研究室で 話します。 

C.  明日研究室で 聞きます。 

D.  明日研究室に 送ります。 

 

Câu 36: いくら 読んでも、分かりません。 

A. 何回も 読まないと、分かりません。 

B. 何回も 読みましたが、分かりません。 

C. 読みませんでしたから、分かりません。 

D. 何回も 読んだら、分かります。 

 

Câu 37:   知らせを聞いて、おどろきました。 

A.  知らせを 聞いて、びっくりしました。 

B.  知らせを 聞いて、よろこびました 

C.  知らせを 聞いて、かなしくなりました。 

D.  知らせを 聞いて、うれしくなりました。 

 

Câu 38: どうしたんですか。何かなくしたんですか。 

A.  何か こまっているんですか。 

B.  何か しんぱいしているんですか。 

 

C.  何か 見つからないんですか 。 

D.  何か まちがえたんですか。 

Câu 39：そのおさらは よごれているから、使わないでください。 

A. その おさらは おれているから、使わないでください。 

B. その おさらは われているから、使わないでください。 

C. その おさらは きれいだから、使わないでください。 

D. その おさらは きたないから、使わないでください。 

 

Câu 40：しっぱい 

A.  ひさしぶりに 料理を 作ったら、しっぱいして しまいました。 

B.  空こうに 行っている時、道を しっぱいした。 

C.  先生には、たくさん しっぱいに なりました。 

D.  いつも しっぱいを かけて、すみません。 

 

Đọc đoạn văn sau, chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 41đến câu 

44. 

きのう 私は タローを 病院に つれて 行きました。タローは 去年 私が 友達から もら

った子犬です。すう日前から タローは 元気がなく、食べ物も 食べなくなりました。それで、

心ぱいだったので、近くの 動物病院に つれて 行ったのです。病院で タローが ちゅうしゃ

されていたそうに ないていました。毎日 薬も 飲まなければならないそうです。医者は そう



Trang 11/57 

すれば、一週間ぐらい よくなるだろうと 言いました。タローは ちゅうしゃも 薬も いやが

っていましたが、私は 医者の 言ばを 聞いて少し安心しました。 

＊ちゅうしゃ：Việc tiêm thuốc         いやがる：Ghét 

Câu 41: タローの ことを 正しく せつ明しているのは どれですか。 

 A. 友だちが タローを くれました。 

 B.  友だちが タローを もらいました。 

C.  友だちに タローを あげました。 

D.  友だちに タローを くれました。 

 

Câu 42: なぜ動物病院に行きましたか。 

 A. タローが いたそうにないていたから。 

 

 B. 私は元気がないタローが心ぱいだったから。 

 

 C. 私は 食べ物が食べられなくなったから。 

 

 D. タローがちゅうしゃや薬をいやがっていら。 

 

 

 

 

Câu 43:  医者は何と言いましたか。 

 A. ちゅうしゃも 薬も いやがるだろうと 言いました。 

 B. 毎日 薬を 飲まなければならないと 言いました。 

 C. 毎日 病院に つれて 行かなければならないと 言いました。 

 D. ちゅうしゃを したので、すぐに よくなるだろうと 言いました。 

Câu 44: この人（私）のことを正しくせつ明しているのはどれですか。 

 

A. すう日前から 食べ物が 食べられなかった。 

 

B. さいしょから 心ぱいないだろうと 思っていた。 

 

C.  はじめ 心ぱいだったが、後で 少し 安心した。 

 

D. いたくて、ないていたが、一週間ぐらいで よくなった。 
 

 

Đọc đoạn văn sau, chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 45 đến câu 

47 

雨のきせつに なりました。これから、夏まで 気おんが 高くなりますので、食べ物に 注意し

てください。買い物を したら、すぐ れいぞうこに 入れる、①料理を したら、すぐ 食べる

ようにしてください。古くなった物は 食べないように してください。それから 手を あらう

ことも 大切です。外から 家に 帰ったら、 

かならず 手を あらいましょう。料理を する前にも、もちろん あらってください。水だけで

はだめです。せっけんを 使って、ゆびの 間まで しっかり あらってください。これは、②お

なかを こわさないように するために、大切なことです。 

気おんが 高くなったら、もう一つ 注意することが あります。それは、「ねっちゅうしょう」

です。水を じゅうぶん 飲まないと、高いねつが 出て、下がら なくなって しまいます。外

で 仕事をする人や スポーツを する人は 水やお茶などを 飲んでください。ジュースでもい

いです。 
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Câu 45: ①料理を したら、すぐ 食べるようにするのは どうしてですか。 

A. れいぞうこに 入らないから。 

 

B. ねだんが 高い食べ物だから。 

 

C. おなかが すいているから。 

 

D. 食べ物が 古くなって しまうから。 

 

Câu 46: ②おなかをこわさないようにするために、大切なことは、何ですか。 

A. 水で ゆびを あらうこと 

 

B. せっけんで 手を あらうこと 

 

C. 料理を れいぞうこに 入れてから 食べること 

 

D. 料理を してから、手を あらうこと 

 

Câu 47: 「ねっちゅうしょう」に ならないように注意することは、何ですか。 

 

A. 外で 仕事やスポーツをしない。 

 

B. 水やお茶を 飲む。 

 

C. ジュースを 飲まない。 

 

D. 薬を 飲む。 

 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B,C,D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng: 

 

Câu 48:  母は 作る 料理は いつもおいしいです。 

     A    B     C     D 

Câu 49:  このカップでは 飲む にくいので やめましょう。 

     A        B    C       D 

Câu 50: 雨が はやく 止む ように。 

     A    B   C   D 

-------HẾT------ 
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ĐỀ 3 

Câu 1：A:「きのうからずっと頭がいたいんですが、どこかいい病院を知りませんか。」 

    Ｂ：「そうですね。ＡＢＣ病院に行って______。」 

   A.みさせてください         B.みてもいいでしょうか 

   C.みさせてほしいのですが      D.みたらどうでしょう 

Câu 2:  Ａ：「きのうは かぜで 一日中 ねて いました。」 

    Ｂ：「 ______。」 

   A.そうですか。 ざんねんでしたね       B.そうですか。 おつかれさまでしたね 

   C.そうですか。 それはいけませんでしたね。  D.そうですか。 それはいけませんね 

Câu 3: お客：「ビールを一本ください。」 

    山田：「 ______。」 

   A.あ、そうですか。分かります   B.はい、大丈夫です 

   C.はい。かしこまりました     D.はい、おとどけします 

Câu 4:  田中：「 この シャツに 白いくつは どう かな。」 

        山田：「 ______。」 

   A.うん、よかったよ        B.うん、合わなかったよ 

   C.うん、よさそうね        D.うん、よくなさそうね 
 
Chọn phương án đúng (ứngvới A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân 

trong các câu sau: 

Câu 5:  すみません、日本のたいしかんはどこですか。 

   A. 大便館        B. 大使館     C.  犬使館      D. 大使飲 

Câu 6:  そつぎょう、おめでとうございます！ 

   A. 卒業     B. 座業      C.  卒業    D. 卒薬 

Câu 7: とりが そらを ゆっくりとんでいます。 

   A. 島・空      B. 島・窓      C.  馬・空     D. 鳥・空 

Chọn phương án đúng (ứngvới A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 8:  ご注文は いかがですか。 

   A.  しゅもん   B. しゅぶん   C.  ちゅうもん   D. ちゅうぶん 

Câu 9: おおさかは 工業が さかんです。 

   A. こうきょう   B. こうぎょう   C. こうしょう   D. こうじょう 

Câu 10: 明日 ７時に 出発しますので、 今晩 早く ねなさい。 

   A. しゅっぱつ   B. しゅっはつ    C.しゅぱつ   D. しゅはつ 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 

Câu 11: きのう ＿＿＿を  ２冊も買いました。 

   A.コート      B.小説     C.エコバッグ    D.プリント 

Câu 12: 勉強を頑張って、ゲームを しないと、せいせきが＿＿＿はずです。 

   A.おとす      B.おちる    C. よくなる     D.悪い 

Câu 13: おなかが  ＿＿＿ではありませんから、 すぐ いたくなります。 

   A.安全    B.安心      C.じょうぶ    D. ペコペコ 

Câu 14: えんりょしないで、 ____食べてください。 
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    A.だんだん   B. どんどん   C.はっきり   D. ますます 

Câu 15:  ______ マイさんに 会ったところです。 

   A.ただいま    B.この間     C.このごろ   D. たった今 

Câu 16: 前の車が ぜんぜん 動きませんから、 ______ しています。 

   A.いらいら    B.すらすら   C.ときどき    D. うきうき 

Câu 17: 道が 分かりません。＿＿＿、 バイクタクシーの 人に たずねましょう。 

   A.それで     B.それに     C. だから    D.そして 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 

Câu 18: つぎの電車は ちょうど ５時に出ます。 

   A. つぎの電車は ５時前に 出ます。   B. つぎの電車は ５時半に 出ます。 

   C. つぎの電車は ５時ごろに 出ます。  D. つぎの電車は ５時に 出ます。 

Câu 19: 私は 図書館こ仕事を やめてしまいました。 

   A. 私は 図書館で 休んでいます。    B 私は 今図書館で 働いていません。 

   C. 私は 図書館で 待っています。    D. 私は 図書館で 勉強しています。 

Câu 20:   今日は とおかです。 

   A. きのうは よっかでした。       B. きのうは ここのかでした。 

   C. きのうは ようかでした。       D. きのうは いつかでした。 

Câu 21:  「そだてる」の 使い方の一ばんいいものは どれですか。 

A. このカレーが おいしく なるまで よく そだてました。 

B. 大切に そだてていた 花が さきました。 

C. たくさん なおして 作文を そだてました。 

D. 字が小さくて 見えないので、 もう少し そだててください。 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 22, câu 23, câu 24, câu25: 

 朝ごはんを 食べない人が 増えています。特に ２０歳代（２０～２９歳）の 若い人たちに 

増えています。２０歳代の 男の人では ３人に 一人が、女の人では ５人に 一人が、朝ごは

ん 

を食べていないそうです。どうして 朝ごはんを 食べないのでしょうか。 それは、夜遅くまで  

起きている人が 多くなったからです。夜遅くまで 起きていると、朝、起きても おなかが す

かないのです。 

朝ごはんを 食べないと 午前中の 仕事や 勉強が よくできない人も 多いようです。 

また、病気に なる人も 多いのです。 

 

ある中学校では、朝ごはんを 食べない中学生が 増えているので、週一回 学校の 食事を 用

意する 

ことにしました。朝 早く 学校に 来て 運動する中学生や、朝ごはんを 食べる時間が  

ない中学生が、 利用しているそうです。子供たち よろこんでいますが、 親の 中に 

「朝ごはんは、 家で 食べさせるように したい」という 意見も あるそうです。 
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Câu 22： 若い人たちが、 朝ごはんを食べないのは どうしてですか。 

  a. 夜 遅くまで 起きているから      b. 運動 しないから 

  c. 若くて、元気だから            d. おなかが いたいから 

Câu 23： 朝ごはんを 食べないと どうなりますか。 

  a.  朝 ねて しまいます          b. 仕事や 勉強をします 

  c.   病院に 行きます            d. 午前中 仕事や 勉強が、できなくなり

ます 

Câu 24： ある中学校が 初めてことは 何ですか。 

  a.  毎日食事を用意すること        b.  朝早く 起きてくださいと 注意すること 

  c.  朝 早く 運動すること          d. 週一回、朝ごはんを 用意すること 

Câu 25： 「朝ごはんは、 家で 食べてさせるように したい」は、 だれの 意見ですか。 

  a. 中学生の親                b. 中学生 

  c. 若い人たち                 d. 中学校 

Đọc bức thư sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 26 đến câu 

27. 

田中京子さま 

 

お久しぶりです。先ほど、①宅配便を 受け取りました。 

りんごを たくさん送ってくださって ありがとうございます。 

実は 先日、台風が 青森に②上陸したというニュースを見て、「田中さんの家のほうは 大丈夫

かしら」と家族で 話していたのです。でも (26) 安心しました。大きくて ピカピカしたりっ

ぱな りんごですね。箱を 開ける前に、とてもいいに おいがしてきました。さっそく、ひとつ

（27）のですが、本当に おいしくて、田中さんの「元気ですよ」という声が 伝わってくるよう

でした。 

主人の 母や 妹の 家のも 分けて、みんなで 楽しもうと 思っています。 

本当に ありがとうございます。 

高橋和子 

 

 

①宅配便: hàng được chuyển phát tận nhà    ②上陸: vào đất liền, đổbộ 

Câu 26:  安心しましたとあるが、なぜか。 

  A. 台風が 青森には 来なかったから。 

  B. 田中さんは 台風のひがいを うけなかったようだから。 

  C. りんごが 多かったから。 

  D. りんごがりっぱで、おいしかったから。 

Câu 27:  （27）に入る言葉としてもっとも 適当なものは どれか。 

  A.くださった   B.めしあがった    C.さしあげた    D.いただいた 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để hoàn thành các câu sau: 

Câu 28: すみません。ナムさんの家＿＿＿ 行き方＿＿＿知っていますか。 

  A.にの・を        B.への・を      C.への・が     D.の・が 
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Câu 29: 私は 母 ＿＿＿ ノートを すてられました。 

  A.から       B.を       C.に      D.と 

Câu 30: 日本人の 先生は一人しか＿＿＿＿。 

   A.いません     B. います     C.あります    D.ありません 

Câu31: アパートは＿＿＿安いほど いいです。 

   A.安ければ     B.安い      C.安いと    D.安くて 

Câu 32: 新しいスーパーが ＿＿＿ よかったです。 

   A.出て      B. 開けて       C.できて    D.できた 

Câu 33: ドアが ＿＿＿ ありますよ。入ってください。 

   A.開けて    B.開いて     C.しまって     D.つけて 

Câu 34: 何か私に＿＿＿ことが あったら、言ってください。 

   A.するほしい   B.したい     C.ほしい    D.してほしい 

Câu 35: みなさんの 夢が ＿＿＿＿ ように 。 

   A.かなう     B.かないます    C.かなえます    D.かなえる 

Câu 36: 私は 弟に ＿＿＿と 思って、この 本を 買いました。 

   A.読まれる    B.読ませよう    C.読む      D.読ませられる 

Câu 37: 先生は山田さんを ＿＿＿＿ か。 

   A.おぞんじです  B.ぞんじております  C.ごぞんじです  D.ぞんじます 

Câu 38: きのうの かじの げんいんは タバコだったそうです。 

   A.家事・原因   B.家事・原困   C.火事・原因    D. 火事・原困 

Câu 39: あの 子どもは ＿＿＿＿そうな かおを して います。 

   A.はずかしい      B.はずかしく    C.はずかしかった    D.はずかし 

Câu 40: 試験の ことを 考えただけで＿＿＿＿しています 。 

   A.のんびり   B.うんざり    C.しっかり    D.きちんと 

Câu41:  ＿＿＿＿言えるように なるまでこの文を 暗記してください。 

   A.へらへら   B.ふらふら     C.からから    D.すらすら 

Câu 42: 田中：「 さいきん、駅前に 新しい 映画館が できたのを 知って いますか。 」 

    上田：「 えっ、知りませんでした。＿＿＿＿ は、どんな 所ですか。 」 

   A.あそこ      B.そこ     C.あの    D.その 

Câu 43: テレビを______ まま 寝てしまいました。 

   A.つけて     B.ついて    C. ついた   D. つけた 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 44 đến 

câu 47 

 

今年の夏、私は家族で山の中にある①ホテルに泊まりました。 

駅から ホテルの近くの バスていまで、バスで ２時間以上 かかりました。バスていから ホ

テルまでは、細い道を ３０分近く 歩きました。ホテルは 小さくて、古かったですが、中は 

とても  

きれいでした。ホテルに 着くと、息子は「テレビがみたい」「ゲームがしたい」と 言いました。 
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しかし、この ホテルには どちらもありません。それから、冷蔵庫も エアコンもありません。 

このホテルは 便利ではありませんでしたが、山や湖で いろいろなことができました。 

部屋に 荷物を置いて、窓を 開けると、湖から 涼しい風が 入ったきました。少し休んでから、 

まだ 明るかったので、散歩に 出かけました。空気が おいしくて、景色も 美しかったです。

湖で泳いだり、虫をとったり、昼ねを したりしました。 

ホテルには １週間いました。私たちは「楽しかったね。②こんな生活も たまにはいいね。」と 

話ながら、家に 帰りました。 

 

Câu 44: どんな①ホテルに 泊まりましたか。 

   A. 山の中の 大きなホテル        B.古いが、中は きれいなホテル 

   C. テレビやゲームが 楽しめるホテル  D. いろいろな物が あって、便利なホテル 

Câu 45: 駅から ホテルまで どうやって 行きましたか。 

 

   A. 駅から３０分 バスに 乗って、バスていから ２時間以上 歩きました。 

   B. 駅から３０分 バスていまで歩いて、バスに ２時間以上 乗りました。 

   C. 駅から ２時間近く バスに乗って、バスていから ３０分以上 歩きました。 

   D. 駅から ２時間以上 バスに乗って、バスていから ３０分 近く歩きました。 

 

Câu 46: ホテルに 着いてから、何を しましたか。 

 

   A. 部屋に 行かないで、すぐに 湖に 行きました。 

      B. 部屋に 行って、夜までずっと 休みました。 

   C. 部屋で テレビを 見てから、ほしを 見に 外に 出ました。  

   D. 部屋で 少し 休んでから、散歩に 行きました。 

Câu 47: ②こんな生活とありますが、どん生活ですか。 

 

   A. 山で 遊んだり、昼ねを したりする生活 

   B. ゲームを したり、虫を とったりする生活 

   C. 散歩を したり、テレビを 見たりする生活 

   D. おいしい物を 食べて、何 もしない生活 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B,C,D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng: 

 

Câu 48:  先日 いろいろ ご案内してあげて、本当に たすかりました。 

     A         B         C      D 

Câu 49:  母は 野菜を 食べさせられて、いやだ。 

     A   B       C     D 

Câu 50: この間 会ったマイさんは お子さんに 日本語を勉強して ほしいです。 

         A           B       C        D 

-------HẾT------ 
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ĐỀ 4 

Câu 1：A:「きょうとのホテルは いかがでしたか。」 

      B:「とても よかったんけど、レストランが______、こまりました。」 

A.高いと B.高くて C.高くないと D.高くなくて 

 

Câu 2: A：「空が暗くなってきましたね。」 

    B：「今にも雨が＿＿＿＿＿そうですね。」 

A.ふった 

 

C.ふる 

B.ふり 

 

D.ふらない 

 

Câu 3: A:「りんさん、おそいですね。」 

    B:「そうですね。あと１０分____________。」  

A.待ってみました B.待ったみましょう C.待つみましょう D.待ってみましょう 

 

Câu 4:  A：「ここに ある本は ぜんぶ 日本語の本ですか。」 

    B：「いいえ、＿＿＿＿＿。」 

A. ぜんぶ 日本語の 本だけです。 

B. 日本語の 本だけではありません。 

C. 日本語の 本だけです。 

D. 日本語の 本しか ありません。 

    

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân 

trong các câu sau: 

Câu 5:  すみません。この トイレは しよう できますか。 

A. 使用 B.用使 C.便用 D.使円 

 

Câu 6:  明日のしゅうごうの時間を教えてください。 

A.集会 B.合集 C.集合 D.進合 

 

Câu 7: みちが よく 分かりません。 

A.題 B.道 C.首 D.夏 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 8:  私は 姉妹は いません。 

A.しまい B.まいし C.きょうだい D.あねいもうと 

 

Câu 9: 料理が できますか。 

A.うんてん B.りょうり C.しゃしん D.けんきゅう 
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Câu 10: 親は 子どもの 意見を 聞く時も あります。 

A.あに B.しん C.あね D.おや 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 

Câu 11: 田中さんは あの赤い＿＿＿＿＿＿を している人ですか。 

A.シャツ B. スカート C. ネクタイ D.セーター 

 

Câu 12: 生と：つごうが＿＿＿＿＿なら、来週に しましょう。 

A.悪い B.ふ便 C.きらい D.いい 

 

Câu 13: ギター＿＿＿ひき方を 教えて いただけませんか。 

A.と B.の C.が D.を 

 

Câu 14: ちょっと________から、電気を つけましょう。 

A.明るい B.黒 C.光 D.暗い 

 

Câu 15:  本＿＿＿読んで いないで、たまには 外へ 出ませんか。 

A.さえ B.ばかり C.も D.しか 

 

Câu 16: その映画 が おもしろいと 聞きましたが、見に行って、つまらなくて、______しました 。 

A.ぐっすり B.はっきり C.がっかり D.しっかり 

 

Câu 17: この店の前に いつも 人が＿＿＿ね。 

A.ならべています B.ならべてあります C.ならんでいます D.ならんであります 

 

Câu 18: このかばんは＿＿＿＿すぎて、買えません。 

A.高い B.高いので C.高くて D.高 

 

Câu 19: こまったことが＿＿＿＿＿、さいごまで がんばります。 

A.あったら B.あって C.あっても D.あったも 

 

Câu 20: 病気が まだ＿＿＿＿。 

A.なおっていません B.なおしていません C.よくなったんです D.なおっています 

 

Câu 21: パソコン＿＿＿＿＿＿ために、アルバイトを始めました。 

A.を買える B.が買える C.を買う D.の買う 

 

Câu 22: このざっしを＿＿＿＿＿＿＿＿＿いいですか。 

A.いただけても B.いたしても C.いただいても D.なさっても 
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Câu 23: すみません。＿＿＿＿の方ですか。 

A.どちら B.どれ C.いかが D.なぜ 

 

Câu 24: 車にのせていただいた＿＿＿＿、電車に間に合いました。 

A.おかげで B.わりに C.ついでに D.せいで 

 

Câu 25: とどける。 

 A．  手紙を ふうとうに 入れて、ポストに とどけます。  

 B.  大切な物なので、私が自分で、おたくまで とどけます。 

 C.  大きなスーツケースを ひ行きの 中に とどけては いけません。 

 D.  どこでも 写真が とれるように、いつも カメラを とどけています。 

Câu 26: COVIDは 世界中の 問題に なっています。 

A.じゅう B.ちゅう C.なか D.しゅう 

 

Câu 27: 「新しい先生が 来ます。」「そうですか。＿＿先生は どうですか。」 

A.あの B.あれ C.それ D.その 

 

Câu 28: 日本語の 会話を 習いたいんですが、＿＿＿＿＿＿＿＿いいですか。 

A.どうしても B.どうしたら C.どうしたん D.どうする 

 

Câu 29: 「きれいな色の スカーフを 買いたいですが、」「＿＿＿＿ホイアンが いいです。」 

A.それなら B.それから C.これから D.それで 

 

Câu 30: 正しいものは どれですか。 

A. カラオケに 行って、大きな声で 歌を しかりたいです。 

 

B. 毎朝 友だちに 元気よく おはようと しかります。 

 

C. しゅくだいをわすれて、先生に３０分も しかられました。 

 

D. 私の 言ばに しかって、父は 何も 言いませんでした。 

 

Câu 31: 友だちと おそくまで あそんでいたので、しゅくだいを＿＿＿＿。 

A.わすれてみた B.わすれてしまった C.わすれておいた D.わすれてしまう 

 

Câu 32: ナムさんは むかし＿＿＿＿でしょう。 

A.ガイド B.ガイドか C.ガイドだった D.ガイドだ 

 

Câu 33: 水が きれいではありませんから、魚が＿＿＿＿＿＿そうです。 



Trang 21/57 

A.なさ B.いな C.いる D.いなさ 

 

Câu 34: キムさんの お父さんは 有名な医者として＿＿＿＿＿＿ 。 

A.知っている B.お知りになっている C.知られている D.知らせる 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) phù hợp với ýnghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 

Câu 35: きのう 社長に お目にかかりました。 

A.  きのう 社長に ごそうだんしました。 

C.  きのう 社長に お会いしました。 

B.  きのう 社長に ほめられました。 

D. きのう 社長に しかられました。 

 

Câu 36: しけんに おちました。 

A.  しけんをうけて、しっぱいしました。 

C.  しけんをうけました。 

B.  しけんをうけませんでした。 

D.  しけんうけたくないです。 

 

Câu 37:   病院に つとめて います。 

A.  病院に 入院します。           B.  病院で はたらいて います。 

C.  病院に たい院します。          D.  病院に おみまいに 行きます。 

 

Câu 38: 友だちに ひっこしを てつだうように 言われました。 

A. 友だちの ひっこしを しました。 

B. 友だちに ひっこしを てつだって もらいました。 

C. 友だちが ひっこしを てつだって くれると 言いました。 

D. 私は 友だちに ひっこしを てつだって あげると 言いました。 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 39, câu 40: 

先週は大へん 寒かったです。それで、ミンさんは かぜを ひいてしまいました。近くの薬やで 

薬を買って、、飲みましたが、なかなか （39）＿＿＿＿せきも出るし、今日は 会社を 休みま

した。 

午後から 病院に 行って、医者に 見て もらいました。医者は 熱があるから、今日はおふ

ろに 入らない方がいいと 言いました。ミンさんは 薬を もらって、りょうに 帰りました。 

（40）＿＿＿もらった薬を飲んで、早くねました。 

Câu 39：   

A. なおって しまいました。 

C. なおりませんでした。 

B. なおりました。 

D. なおって しまいます。 

Câu 40：  

A. これから 

C. そして 

B. それとも 

D. しかし 

 

Đọc đoạn văn sau, chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 41đến câu 

43. 



Trang 22/57 

１５年くらい 前、はじめて テープレコーダーで 自分の声を聞いて、とても おどろきました。

へんな 声で、話し方も よくなかったです。とても はずかしくなりました。へんな 声で い

ろいろな 人と 話していたのです。 

話す ことは、手紙を 書くのとは ちがって、すぐに わすれられて しまうだろうと 思って

いました。でも、自分の声を 聞いて、声も、心の中に いつまでも （＊）のこることが 分か

りました。 

    自分の声を 聞いてからは、 だれかと 話す 時も、 電話を かける時も、できるだ

け きれいに 話す ことにします。声がいい人は、 私のような しんぱいを しなくても い

いので、とても （＊＊）うらやまします。 

（＊） のこる：          （＊＊）うらやましい： 

 

Câu 41: この人は、どうして テープレコーダーの自分の声を聞いておどろいたのですか。 

A. テープレコーダーの自分の声を聞くのは、はじめてだったからです。 

B. へんな 声で、話したもよく なかったからです。 

C. いろいろな人と 話していましたから。 

D. １５年くらい前は、 テープレコーダーが多かったからです。 

Câu 42:  はずかしくなったのはだれですか。 

A. いろいろな人です。 

C. 声がいい人です。 

B. この文しょうを書いた人です。 

D. 手紙を書く人です。 

 

Câu 43:  この人がだれかと話す時と、電話をかける時、できるだけきれいに話すことに話すことに

したのはいつですか。 

A. 自分の声を聞いたあとであとです。 

B. 電話を かけたあとです。 

C. 手紙を聞いたあとです。 

D. 声がいい人と話した 

Đọc đoạn văn sau、chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 44 đến 

câu 47 

４人の人にしゅみについて聞きました。 

Kさん：えをかくことが好きです。とくに、海や山のえが好きです。毎週土よう日と日よう日は 

海や山に行って、えをかきます。 

Hさん：テニスをするのが好きです。でもあまり上手ではありません。ときどき友だちといっしょ

にテニスをします。 

N さん：しゅみはやきゅうを見ることです。私はやきゅうをしませんが、日よう日はやきゅうを見

に行きます。 

V さん：映画を見るのが好きです。かなしい映画よりおもしろい映画の方が好きです。 

Câu 44: K さんについて正しいのはだれですか。 

A.土よう日は ずっと家にいます。 

 

B.日よう日は 日本語を勉強します。 
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C.海で およぐのが好きです。 

 

D. 土よう日と 日よう日は えをかきます。 

 

Câu 45: スポーツが好きな人はだれですか。 

A. Hさんだけです。 

C. Kさんと Nさんです。 

B. Vさんだけです。 

D. Kさんと Vさんです。 
 

Câu 46: ４人に ついて 正しいのは どれですか。 

 

A. Nさんは 毎週 日よう日に やきゅうをします。 

 

B. Vさんは おもしろい映画が 好きです。 

 

C. Hさんは テニスが 上手です。 

 

D. Kさんは えを 下手です。 

 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B,C,D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng: 

Câu 47:  かん国 の音楽、がきょうみ があります。 

     A    B     C     D 

Câu 48:  すみません 少し、待って いただきませんか。 

     A    B     C     D 

Câu 49:  へやの 電気を ついて あります。 

     A    B    C     D 

Câu 50: ナムさんの いもうとさんは  すう学が とくい学生です。 

     A      B      C       D 

-------HẾT------ 
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ĐỀ 5 

Câu 1：A:「うーん、スケートは むずかしいね。うまく できない！」 

      B:「だいじょうぶ。れん習したら、すぐに＿＿＿なるよう。」 

A.すべるように B.すべれるように C.すべれるのに D.すべりそうに 

 

Câu 2: A：「空が暗くなってきましたね。」 

    B：「今にも雨が＿＿＿＿＿そうですね。」 

A.ふった 

 

B.ふる 

C.ふり 

 

D.ふらない 

 

Câu 3: A:「りんさん、おそいですね。」 

    B:「そうですね。あと１０分____________。」  

A.待ってみました B.待ったみましょう C.待つみましょう D.待ってみましょう 

 

Câu 4:  A：「ここにある本は ぜんぶ日本語の本ですか。」 

    B：「いいえ、＿＿＿＿＿。」 

E. いいえ、ぜんぶ 日本語の 本だけです。 

F. 日本語の 本だけではありません。 

G. 日本語の 本だけです。 

H. 日本語の 本しか ありません。 

    

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán của phần được gạch chân 

trongcác câu sau: 

Câu 5:  すみません。このトイレは しようできますか。 

A. 使用 B.用使 C.便用 D.使円 

Câu 6:  明日のしゅうごうの時間を教えてください。 

A.集会 B.合集 C.集合 D.進合 

Câu 7: みちが よく 分かりません。 

A.題 B.道 C.首 D.夏 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 8:  私は 姉妹は いません。 

A.しまい B.まいし C.きょうだい D.あねいもうと 

 

Câu 9: 料理が できますか。 

A.うんてん B.りょうり C.しゃしん D.けんきゅう 

 

Câu 10: 親は 子どもの 意見を 聞く時もあります。 
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A.おや B.しん C.あね D.あに 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 

Câu 11: 田中さんは あの赤い＿＿＿＿＿＿をしている人ですか。 

A.シャツ B.ネクタイ C.スカート D.セーター 

 

Câu 12: 生と：つごうが＿＿＿＿＿なら、来週にしましょう。 

A.悪い B.ふ便 C.きらい D.いい 

 

Câu 13: ギター＿＿＿ひき方を教えていただけませんか。 

A.と B.の C.が D.を 

 

Câu 14: ちょっと________から、電気をつけましょう。 

A.明るい B.黒 C.光 D.暗い 

 

Câu 15:  本＿＿＿読んで いないで、たまには 外へ 出ませんか。 

A.さえ B.ばかり C.も D.しか 

 

Câu 16: 映画 が おもしろいと 聞きましたが、実に行って、つまらなくて、______しました 。 

A.ぐっすり B.はっきり C.がっかり D.しっかり 

 

Câu 17: この店の前に いつも 人が＿＿＿ね。 

A.ならべています B.ならべてあります C.ならんでいます D.ならんであります 

 

Câu 18: A：このかばんは＿＿＿＿すぎて、買えません。 

A.高い B.高 C.高くて D.高いので 

 

Câu 19: こまったことが＿＿＿＿＿、さいごまで がんばります。 

A.あったら B.あって C.あっても D.あったも 

 

Câu 20: 病気が まだ＿＿＿＿。 

A.なおっていません B.なおしていません C.よくなったんです D.なおっています 

 

Câu 21: パソコン＿＿＿＿＿＿ために、アルバイトを始めました。 

A.を買える B.が買える C.を買う D.の買う 

 

Câu 22: このざっしを＿＿＿＿＿＿＿＿＿いいですか。 

A.いただけも B.いたして C.いただいて D.なさっても 

 

Câu 23: すみません。＿＿＿＿の方ですか。 
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A.どちら B.どれ C.いかが D.なぜ 

 

Câu 24: 。 

A.がこれからおどった B.がこれからおどる C.はこれからおどる D.とこれからおどる 

 

Câu 25: とどける。 

 A．手紙をふうとうに入れて、ポストに とどけます。  

 B.  大切な物なので、私が自分で、おたくまで とどけます。 

 C.  大きなスーツケースをひ行きの中に とどけてはいけません。 

 D.  どこでも 写真がとれるように、いつも カメラを とどけています。 

Câu 26: つぎの電車が何時に＿＿＿＿＿知っていますか。 

A.来るか B.来るかどうか C.来ると D.来るのは 

 

Câu 27: 「新しい先生が来ます。」「そうですか。＿＿先生はどうですか。」 

A.あの B.あれ C.それ D.その 

 

Câu 28: 日本語の会話を習いたいんですが、＿＿＿＿＿＿＿＿いいですか。 

A.どうしても B.どうしたら C.どうしたん D.どうする 

 

Câu 29: 「きれいな色のスカーフを買いたいですが、」「＿＿＿＿ホイアンがいいです。」 

A.それなら B.それから C.これから D.それで 

 

Câu 30: 正しいものはどれですか。 

A. カラオケに行って、大きな声で歌を しかりたいです。 

 

B. 毎朝友だちに元気よく おはようと しかります。 

 

C. しゅくだいをわすれて、先生に３０分も しかられました。 

 

D. 私の言ばにしかって、父は 何も言いませんでした。 

 

Câu 31: 友だちと おそくまで あそんでいたので、しゅくだいを＿＿＿＿。 

A.わすれてみた B.わすれてしまった C.わすれておいた D.わすれてしまう 

Câu 32: ナムさんはむかし＿＿＿＿でしょう。 

A.ガイド B.ガイドか C.ガイドだった D.ガイドだ 

 

Câu 33: 水がきれいではありませんから、魚が＿＿＿＿＿＿そうです。 

A.いなさ B.いな C.いる D.なさ 

 

Câu 34: キムさんのお父さんは有名_な 医者として＿＿＿＿＿＿ 。 
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A.知っている B.お知りになっている C.知られている D.知らせる 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) phù hợp với ýnghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 

Câu 35: きのう 社長に お目にかかりました。 

A.  きのう 社長に ごそうだんしました。 

B.  きのう 社長に お会いしました。 

C。きのう 社長に ほめられました。 

D.。きのう 社長に しかられました。 

 

Câu 36: しけんにおちました。 

A.  しけんをうけて、しっぱいしました。 

B.  しけんをうけました。 

C.  しけんをうけませんでした。 

D.  しけんうけたくないです。 

 

Câu 37:   病院につとめています。 

A.  病院に 入院します。           B.  病院で はたらいて います。 

C.  病院に たい院します。          D.  病院に おみまいに 行きます。 

 

Câu 38: 友だちに ひっこしを てつだうように 言われました。 

E. 友だちの ひっこしを しました。 

F. 友だちに ひっこしを てつだって もらいました。 

G. 友だちが ひっこしを てつだって くれると 言いました。 

H. 私は 友だちに ひっこしを てつだって あげると 言いました。 

 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu 39, câu 40: 

先週は大へん 寒かったです。それで、ミンさんは かぜを ひいてしまいました。近くの薬やで 

薬を買って、、飲みましたが、なかなか （39）＿＿＿＿せきも出るし、今日は 会社を 休みま

した。 

午後から 病院に 行って、医者に 見て もらいました。医者は 熱があるから、今日はおふ

ろに 入らない方がいいと 言いました。ミンさんは 薬を もらって、りょうに 帰りました。 

（40）＿＿＿もらった薬を飲んで、早くねました。 

Câu 39：   

A. なおって しまいました。 

B. なおりませんでした。 

C. なおりました。 

D. なおって しまいます。 

 

Câu 40：  

A. これから 

B. それなら 

C. そして 

D. しかし 

 

Đọc đoạn văn sau, chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 41đến câu 

43. 

１５年くらい 前、はじめて テープレコーダーで 自分の声を聞いて、とても おどろきました。

へんな 声で、話し方も よくなかったです。とても はずかしくなりました。へんな 声で い

ろいろな 人と 話していたのです。 
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話す ことは、手紙を 書くのとは ちがって、すぐに わすれられて しまうだろうと 思って

いました。でも、自分の声を 聞いて、声も、心の中に いつまでも （＊）のこることが 分か

りました。 

    自分の声を 聞いてからは、 だれかと 話す 時も、 電話を かける時も、できるだ

け きれいに 話す ことにします。声がいい人は、 私のような しんぱいを しなくても い

いので、とても （＊＊）うらやまします。 

（＊） のこる：          （＊＊）うらやましい： 

 

Câu 41: この人は、どうして テープレコーダーの自分の声を聞いておどろいたのですか。 

E. テープレコーダーの自分の声を聞くのは、はじめてだったからです。 

F. へんな 声で、話したもよく なかったからです。 

G. いろいろな人と 話していましたから。 

H. １５年くらい前は、 テープレコーダーが多かったからです。 

Câu 42:  はずかしくなったのはだれですか。 

A. いろいろな人です。 

C. 声がいい人です。 

B. この文しょうを書いた人です。 

D. 手紙を書く人です。 

 

Câu 43:  この人がだれかと話す時と、電話をかける時、できるだけきれいに話すことに話すことに

したのはいつですか。 

E. 自分の声を聞いたあとであとです。 

F. 電話を かけたあとです。 

G. 手紙を聞いたあとです。 

H. 声がいい人と話した 

    

Đọc đoạn văn sau、chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 44 đến 

câu 47 

４人の人にしゅみについて聞きました。 

Kさん：えをかくことが好きです。とくに、海や山のえが好きです。毎週土よう日と日よう日は 

海や山に行って、えをかきます。 

Hさん：テニスをするのが好きです。でもあまり上手ではありません。ときどき友だちといっしょ

にテニスをします。 

N さん：しゅみはやきゅうを見ることです。私はやきゅうをしませんが、日よう日はやきゅうを見

に行きます。 

V さん：映画を見るのが好きです。かなしい映画よりおもしろい映画の方が好きです。 

Câu 44: K さんについて正しいのはだれですか。 

A.土よう日は ずっと家にいます。 

 

B.日よう日は 日本語を勉強します。 

 

C.海で およぐのが好きです。 
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D. 土よう日と 日よう日は えをかきます。 

 

Câu 45: スポーツが好きな人はだれですか。 

A. Hさんだけです。 

C. Kさんと Nさんです。 

B. Vさんだけです。 

D. Kさんと Vさんです。 

 
 

Câu 46: ４人に ついて 正しいのは どれですか。 

 

A. Nさんは 毎週 日よう日に やきゅうをします。 

 

B. Vさんは おもしろい映画が 好きです。 

 

C. Hさんは テニスが 上手です。 

 

D. Kさんは えを 下手です。 

 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B,C,D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng: 

Câu 47:  かん国 の音楽、がきょうみ があります。 

     A    B     C     D 

Câu 48:  すみません 少し、待って いただきませんか。 

     A    B     C     D 

Câu 49:  へやの 電気が ついて あります。 

     A    B    C     D 

Câu 50: ナムさんの いもうとさんは  すう学が とくい学生です。 

         A      B      C       D 

-------HẾT------ 
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ĐỀ 6 

Câu 1: この学校の かがい活動 を しています。 

A. がつどう B. かつどう C. がっどう D. かっどう 

Câu 2:  夏には 南から 風が ふきます。 

A. きた B. にし C. ひがし D. みなみ 

Câu 3:  家の 近所に コンビニが あります。 

A. きんじょ B. きんしょう C. きんじょう D. きんしょ 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 4: このたなは とても おもいです。 

A. 重い B. 強い C. 軽い D. 多い 

Câu 5: 毎朝 しんぶんを 読みます。 

A. 親問 B.  新問 C. 親聞 D. 新聞 

Câu 6: 田中さんは うんてんが 上手です。 

A. 連軽 B. 運転 C. 連転 D. 運軽 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để hoàn thành các câu sau.  

Câu 7: 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。  

A. 楽しみたいに            B. 楽しいみたいに        C. 楽しそうに                D. 楽しいそうに 

 

Câu 8: 今月は いそがしかったけど、来月は 仕事が ＿＿＿かも しれません。  

A. 少ない                       B. 少なくて                  C. 少な                           D. 少なかった 

 

Câu 9:  

山下：「今日は 自分の 車で 来ました。」  

田中：「じゃ、おさけを ＿＿＿。」  

A. 飲んでは いけませんね                                  B. 飲まなくても いいですね  

C. 飲んでも いいですね                                     D. 飲まなければ なりませんね 

 

Câu 10: あぶないですから、あまり ＿＿＿を 出さないで ください。  

A. スポーツ                   B. スピーチ                  C. スピード                D. スタート 

 

Câu 11:  A：何を 飲みますか。 

           B：そうですね・・・、コーヒーに します。_________ こうちゃに します。 

A. しっかり B. きっと C. はっきり D.  やっぱり 

Câu 12:  夏休みに ニャチャンへ 行きました。 海で およいだり、＿＿＿＿で あそんだりし

ました。 

A. ビーチ B.  サンドイッチ C. ランタン D. プレーヤ 

Câu 13:  私たちの グループは、日本と ベトナムを ＿＿＿＿＿レポートを 書きました。 

A. そうだんして B. くらべて C. けいかくして D. れんらくして 

Câu 14:  友だちと けんかして、＿＿＿＿＿ 気持ちに なりました。。 

A. ひつような B. いやな C. しずかな D. むりな 

Câu 15: ドンさんは お子さんの せいせき ＿＿＿＿＿ がっかりしました。 

A. を B.  が C. に D. の 

Câu 16:  めまい ＿＿＿＿＿しました から、入学しきに しゅっせき できません でした。 

A. と B. に C. を D. が 

Câu 17:  ひっこしたので 学校から 近く なりました。＿＿＿＿＿ 行けます。 

A. １５分も B. １５分で C. １５分 D. １５分から 

Câu 18: 午後 ７時でしたが、＿＿＿＿＿ いる かもしれないと 思って、学校に 電話して 

みました。 

A. だれか B.  だれが C. だれも D. だれに 

Câu 19: 先生：「今日 テストですね」。 

    リン：「えっ！！」 
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    先生：「あ、ちがいますね。明日です。」 

    リン：「先生、びっくり ＿＿＿＿＿ ないでください。」 

A. し B. され C. させ D. させられ 

Câu 20:  雨が ふったので、おまつりは 来週 行われることに ＿＿＿＿＿。 

A. ありました B. いました C. しました D. なりました 

Câu 21: 田中：「38度の ねつが  ３日間も つづいて いたんです。」 

    山田：「＿＿＿＿＿は たいへんでしたね。」 

A. これ B.  それ C. あれ D. どれ 

Câu 22: えんりょしないで ＿＿＿＿＿ 食べてください。 

A. だんだん B. はっきり C. ますます D. どんどん 

Câu 23: リンさんは 母から おこづかいを もらって ＿＿＿＿＿ 学校へ 行きました。 

A. うれしいそうに B. うれしみたいに C. うれしいように D. うれしそうに 

Câu 24: 私は どんなに つまらない本 ＿＿＿＿＿ さいごまで 読みます。 

A. のに B.  でも C. たら D. なら 

Câu 25: 先生の 研究室に ＿＿＿＿＿、本を たくさん おかり しました。 

A. いらっしゃって B. こられて C. うかがって D. まいります 

Câu 26: 田中：「先月 貸した本は もう 読んだ。」 

    山田：「ごめん。今 ＿＿＿＿ ところだから、もうちょっと 待って。」 

A. 読んでいる B. 読んだ C. 読んでいた D. 読む 

Câu 27: 毎日 一生けんめい 勉強して、日本語が 少し ＿＿＿＿＿ なりました。 

A. 話せるように B. 話せるために  C. 話すことに D. 話せるのに 

Câu 28: 田中：「地図を ＿＿＿＿＿。」 

    山田：「いいえ、おねがいします。」 

A. 書かなければなりません B. 書かなくても いいですか 

C. 書いてください D．書いては いけませんよ 

Câu 29: この写真は 国へ 帰ってから、りょうしんに ＿＿＿＿＿と 思っています。 

A. 見える B. 見せてくれる C. 見る D. 見せよう 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B,C,D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng. 

Câu 30: 新聞で 読んだ ことが ありますが、ちきゅうの 気おんは ますます 高く  

       A B 

なって いくと 言います。 

         C          D 

Câu 31:  友だちの かんけいを なやんで、学校を やめたいと 思った ことが あります。 

              A           B      C              D 

Câu 32:  もうすぐ コンテストが はじまりますね。ぜひ 会場に むかいましょう。 

       A       B           C              D 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau. 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau. 

 Câu 33: 私は 林さんに そうだんしました。 

 A. 私は 林さんに ちゅういを しました。 

 B. 私は 林さんに 意見を 聞きました。 

 C. 私は 林さんに せつめいを しました。 

 D. 私は 林さんに 意味を 聞きました。  

 Câu 34: このごろ  きおんが さがって います。 

 A. このごろ  あつく なって います。 
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 B. このごろ  天気が いいです。 

 C. このごろ  寒く なって います。 

 D. このごろ  天気が 悪いです。 

 Câu 35: 私の ゆめは 自分の 会社を 作ることです。 

 A. 私は 自分の 会社を 作る ゆめを 見ました。 

 B. 私は 自分の 会社を 持って います。 

 C. 私は 自分が 校長に なる ゆめを 見ました。 

 D. 私は 自分の 会社を 作りたいです。 

 Câu 36: この学校には 英語が 話せない 先生は 一人も いません。 

 A.  この学校には 英語が 話せる 先生は 一人だけ います。 

 B.  この学校には 英語が 話せない 先生は 一人だけ います。 

 C.  この学校の 先生は みんな 英語が 話せます。 

 D. この学校の 先生は みんな 英語が 話せません。 

Chọn phương án đúng ( ứng với A hoặc B,C,D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các tình huống trong các câu sau. 

Câu 37: 田中：「今日は いそがしく なりそうですね。」 

     山田：「＿＿＿＿＿。」 

A：お茶を 飲みに 行きましょう。 B：そうですね。がんばりましょう。 

C：じゃ、いっしょに 帰りましょう D：では、お先に どうぞ。 

Câu 38: 田中：「文化さいで 何を するか、もう 決まった？」 

     山田：「＿＿＿＿＿。」 

A：ああ、そうなんだ。 B：うん、決めて くれた？ 

C：いや、まだ なんだ。 D：そうか。もう決めた。 

Câu 39: 田中：「これ おみやげです。どうぞ」 

     山田：「＿＿＿＿＿＿。」 

A：え、さしあげるんですか。ありがとうございます。 

B：え、いただくんですか。ありがとうございます。 

C：え、やるんですか。ありがとうございます。 

D：え、いただけるんですか。ありがとうございます。 

Câu 40: 田中：「林さんの 電話ばんごう、分からない？」 

     山田：「＿＿＿＿＿。」 

A：そうですか。知らなかったんですか。 B：じゃあ、電話してください。 

C：あ、ここに 書いて あります。 D：いや、見せて ください。 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng ( ứng với A hoặc B,C,D ) điền vào chỗ trống , từ câu 41 đến câu 42. 

私は、家の エアコンを とりかえる（注１）仕事を して います。エアコンを 買った 人の 家へ 行

って、古い エアコンと 新しい エアコンを とりかえます。1 年で いちばん いそがしいのは、7 月

です。日本では、7 月から だんだん 暑くなって、エアコンを 使いはじめる人が ふえるからです。私

は、よく「冬は 寒いから、ひまでしょう」と言われますが、じつは、冬も いそがしいです。へやを あ

たたかく する 時は、ストーブ（注２）が べんりですが、ストーブは 火を 使うので、きけんです。ほ

とんどの マンションや アパートでは、ストーブを 使っては いけないので、冬も エアコンを 使う 

家が 多いです。 
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この仕事は、雨の日が、いちばん つかれます。雨が ふって いると、エアコンを 外から 家の 中へ 

運ぶ 時、体が ぬれます。雨が 強い 時は、よわく なるのを 待たなければ ならないので、時間も 

かかります。でも、おきゃさんに「ありがとう」と 言って もらうと、とても うれしいです。これから

も、この仕事を つづけて いきたいです。 

（日本語検定協力会／J.T E S T 事務局、『実用日本語検定 第 130回（B）（E―F）』により） 

（注１）とりかえる：đổi 

（注２）ストーブ：lò sưởi 

Câu 41: 「私」は 仕事に ついては どう 思いますか。 

A．きけんだから、やめたい B．たいへんだが、つづけて いきたい。 

C．いそがしいから、やめたい D．時間が かかるので、いやだ。 

Câu 42: ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。 

A．「私」は 雨の 日は 仕事を する ことが できない。 

B．「私」は エアコンを なおす ことが できる。 

C．エアコンより ストーブの ほうが   安全で べんりです。 

D．マンションや アパートは ストーブが 使えない ところが 多い。 

 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng ( ứng với A hoặc B,C,D ) điền vào chỗ trống , từ câu 43 đến câu 46. 

みなさんは 日本の スーパーから バナナが なくなった 話を 知って いますか。 

もちろん、朝は たくさん ありましたが、午後になって（43）＿＿＿＿、バナナ売り場には  

バナナは ぜんぜん ありませんでした。それは、テレビばんぐみで「バナナ・ダイエット」が（44）＿＿＿＿ 

からです。 

今は もう そのブーム（注１）は おわりましたが、日本人の 女せいが「私、ダイエットを しているの」と

いう 話を よく 聞きます。どうして そんなに（注２）ダイエットを するのか、とても 

ふしぎです。そう 言う 人で、ふとって いる 人は（45）＿＿＿＿。もしかしたら 

ダイエットは 日本人の（46）＿＿＿＿。 

（20日間で 合格力を身につける！『日本語能力試験対策 N４漢字・語彙・文法』より） 

 （注１）ブーム：phong trào 

 （注２）ダイエット：ăn kiêng 

Câu 43: 

A．行ったら B．行くなら C．行くとき D．行ったし 

Câu 44: 

A．しょうかいさせた B．しょうかいされた 

C．しょうかいしてくれた D．しょうかいして 

Câu 45: 

A．多いですから B．多いからでしょう C．多くないですから D．多くなさそうから 

Câu 46: 

A．しゅみの ことです B．しゅみかもしれません 

C．しゅみに します D．しゅみでしょう 
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Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời câu 45 và câu 46. 

 

Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B,C,D) để trả lời từ câu 47 đến câu 50. 

むずかしい！日本人の 名前 

私は、午前中は 日本語学校で 日本語を 勉強して、午後は 日本の 会社で 働いて  います。 

日本に 来る 前に、私は 漢字を 一生けんめい 勉強しました。漢字の 勉強は     とても おもし

ろいと 思いました。そして、生活に 使う漢字は、もう おぼえたと   思って いました。でも 日本に 

来てから ①読めない 名前が たくさん あることが 分かりました。漢字の 教科書に 出て いた 読み

方と ちがうことが ありますから。 たとえば、「近藤さん」です。「近」は「近い」と「キン」と 読みます

。それで、近藤に めいし（注）を もらった時、私は ②「きんとうさんですね。」と 言って しまいました。 

でも、この人の 名前は「こんどうさん」でした。ほかにも、漢字は 知って いる けれど、読み方が 分から

ない 名前が たくさん あります。また「大谷さん」（おおたに／おおやさん）のように、同じ 漢字なのに 

読み方が ちがう ことも ありますから、③びっくりしました。 

名前が 読めなくても、みんな やさしく 教えて くれます から、こまる ことは  ありません。でも

、早く たくさんの 人の 名前が（    ）ように なりたいです。 

（『J L P T N4 日本語能力試験ベスト模試』により） 

（注）めいし：Danh thiếp 

Câu 47: なぜ「私」が①読めない 名前が たくさん あるのですか。 

A．漢字を おぼえて いないから B．教科書には ない 読み方が あるから 

C．日本人の 名前は たくさん あるから D．むずかしい 漢字が たくさん あるから 

Câu 48: なぜ②「きんとうさんですね。」と 言いましたか。 

A．だれも 教えて くれなかったから B．この名前を 聞いた ことが あったから 

C．この名前の 読み方が 分からなかったから D．教科書で おぼえた とおりに 読んだから 

Câu 49: 何に③びっくりしましたか。 

A．同じ 漢字の 名前でも 読み方が ちがう ことが あること 

B．漢字は 知って いるのに 読めない 名前が あること 

C．日本人が 名前を まちがえないで 読むこと 

D．みんなが やさしく 教えて くれること 

 

                                          -------HẾT------ 

 

  

Câu 50:（    ）に 入れるのに、いちばん いい文は どれですか。 

A．教えられる B．おぼられる C．正しく 読める D．正しく 書ける 
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ĐỀ 7 

Câu 1． そつぎょう 式は ９時から はじまります。 

A. 卒僕    B. 卒業    C. 率僕   D. 率業 

Câu 2． まいあさ ６時に 起きます。  

A. 毎週  B. 毎日 C. 毎朝 D. 毎晩 

Câu 3. こうじょうの 中は 空気が きたないですから、気を つけて ください。 

A. 工湯    B. 工場    C. 工陽   D. 工揚 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc phần được gạch chân trong các câu sau. 

Câu 4. 先週 大好きな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。  

A.  かし B. かしゃ  C. かしょ  D. かしゅ 

Câu 5. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。  

A. しゅうごう    B. しゅご    C. しゅごう   D. しゅうご 

Câu 6．駅の 西口 を 出て 帰りました。  

A. きたぐち    B. きたくち    C. にしぐち   D. にしくち 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau. 

Câu 7. 子どもは 夕べ 晩ごはんを ______ ねました。  

A. 食べないで  B. 食べない  C. 食べなくて  D. 食べなく 

Câu 8. 弟は もう ______のに、進学するか しないか 自分で 決められません。  

A. 18さいだ  B. 18さいの  C. 18さいな  D. 18さい 

Câu 9. 日本へ ＿＿＿ ために、今 いっしょうけんめい 日本語を 勉強して います。  

A. りゅうがくしよう  B. りゅうがくした            C. りゅうがくして    D. りゅうがくする 

Câu 10. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。 

A. あちら  B. あれ  C. あそこ  D. あんな 

Câu 11. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。  

A. が  B. を  C. で  D. に 

Câu 12. 日本では 電話で 話す 時、さいしょ＿＿＿「もしもし」と 言う ことが 多いそうです。  

A. に  B. と  C. を  D. の 

Câu 13. 毎年 12月に なると、国へ ______ なります。  

A. 帰る  B. 帰り  C. 帰りに  D. 帰りたく 

Câu 14. 日本の まんが______ きょうみが あります。  

A. を  B. が  C. に  D. と 

Câu 15. この 料理は ______ おいしくないです。  
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A. ずいぶん  B. なかなか  C. こんなに  D. そんなに 

Câu 16. この 仕事は ＿＿＿が なかったら、ぜったい できません。  

A. けいえい  B. けいざい  C. けいさつ  D. けいけん 

Câu 17.  

山下：「今晩 会社の パーティーに 行きませんか。」  

山田：「すみません。今日は 早く 帰らなければ なりません。子どもが ＿＿＿んです。」  

A. 病気だ  B. 病気の  C. 病気な  D. 病気 

Câu 18. やくそくの 時間に なっても 友だちが 来ないので、＿＿＿して います。  

A. すらすら  B. ぺらぺら  C. ぺこぺこ  D. いらいら 

Câu 19. いっしょうけんめい 勉強したら、来年の しけんに ＿＿＿。  

A. ごうかくしないそうです   B. ごうかくしないでしょう  

C. ごうかくするみたいです   D. ごうかくするでしょう 

Câu 20. わたしの 家では、子どもたちに 自分の へやを そうじ______ います。  

A. させて  B. させて して  C. されて いて  D. して いさせて 

Câu 21. アメリカと オーストラリアとでは ______が 広いですか。  

A. どの  B. どちら  C. なに  D. どれ 

Câu 22. あの きっさてんは ______ かもしれません。  

A. しずかな  B. しずかで  C. しずかだ  D. しずか 

Câu 23. 友だちは 「りょこうは どうだった?」______ わたしに 聞きました。  

A. と  B. に  C. を  D. で 

Câu 24. いっしょに コーヒー______ いかがですか。  

A. にも  B. で  C. が  D. でも 

Câu 25. 今日は さむい＿＿＿、かぜも 強いから 家に います。  

A. し  B. ので  C. のに  D. から 

Câu 26. そんなこと、＿＿＿ 言えません。  

A. はずかしいで  B. はずかしいくて  C. はずかしくて  D. はずかしく 

Câu 27. すみません。すぐ おわりますので、10 分＿＿＿ 待って ください。  

A. ほど  B. でも  C. しか  D. に 

Câu 28. 白い 花を 6 本＿＿＿ 赤い 花を 7 本 ください。  

A. で  B. が  C. は  D. と 

Câu 29. 新しい じしょ＿＿＿ ほしいです。  

A. と  B. が   C. は  D. で 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng.   
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Câu 30. 道で  知らない 人に  とくに よばれて、びっくりしました。   

 A     B  C   D           

Câu 31. 今  仕事を  終わる ところですので、ちょっと わたしを  待ちましょうか。 

   A   B    C           D  

Câu 32. 教室の  かべに、  せいとが  かいた  日本の 地図が  かかって あります。 

     A    B       C   D   

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau. 

Câu 33. かめは うさぎに 「だれのほうが 足が 早いか 決めましょう」と 言いました。 

A. かめは うさぎと  やくそくを します。  

B. かめは うさぎと  ぼうえきを します。 

C. かめは うさぎと そうだんを します。  

D. かめは うさぎと  きょうそうを します。 

 

Câu 34. 田中さんは「そふも そぼも 元気です。」と 言いました。  

A. 田中さんの おじさんも おばさんも お元気だ そうです。  

B. 田中さんの おじいさんも おばあさんも お元気だ そうです。  

C. 田中さんの おとうさんも おかあさんも お元気だ そうです。  

D. 田中さんの おにいさんも おねえさんも お元気だ そうです。 

 

Câu 35. この 仕事は あなたに むいて いると 思います。  

A. この 仕事は あなたに かんたんだと 思います。  

B. この 仕事は あなたに ぜんぜん 合わないと 思います。  

C. この 仕事は あなたに とても 合うと 思います。  

D. この 仕事は あなたに むずかしいと 思います。 

 

Câu 36. 車の 運転の し方が 分かりません。  

A. どうして 車を 運転するか 分かりません。  

B. だれが 車を 運転するか 分かりません。  

C. どう やって 車を 運転するか 分かりません。  

D. どんな 車を 運転するか 分かりません。 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các tình huống trong các câu sau. 

Câu 37.  

田中:「わたしを わすれないで くださいね。」  
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山本:「 ______」  

A. 大丈夫です。わすれます。  B. はい、もう わすれました。  

C. はい、ぜったいに わすれません。  D. はい、わすれて います。 

 

Câu 38.  

学生:「先生、わたしが お持ち します。」  

先生:「______」  

A. では、おねがいします。   B. では、いただきます。  

C. では、あげます。   D. では、もらいます。 

 

Câu 39.  

田中:「中川さんの くつは どれですか。」  

山本:「______」  

A. あれの くつです。   B. あの 赤いのです。  

C. いいえ、ちがいます。   D. はい、中川さんのです。 

Câu 40.  

山田：「どうぞ、お上がり ください。」  

田中：「＿＿＿。｣  

A. しつれいします   B. ただいま  

C. お帰りなさい   D. いらっしゃい 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 41 đến câu 42.   

  花子さん 今日は ひさしぶりに 会って、とても 楽しかったです。 花子さんは ダイエットを して いるん

ですか。前より ほそく なったし、きれいに なったと 思います。(20)______、もっと ごはんを 食べたほうが 

いいですよ。今日 花子さんは やさいしか 食べませんでしたね。かおいろも よくなかったです。もう ダイエ

ットは しないほうが いいと 思います。友だちも つれて いきます。  

(ヒューマンリソシア株式会社(2009)『にほんご 90日 読解教材 「読みましょう」』) 

 

Câu 41.  

A. そして   B. でも   C. それから   D. それに 

 

Câu 42.  

A. これからは やきにくを 食べては いけません 友子  

B. こんどは やきにくを 食べないで くださいね  

C. 今からは やきにくを 食べないで くださいね  



Trang 39/57 

D. こんどは やきにくを 食べに 行きましょうね  

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 43 đến câu 46.    

  日本では、夏に あちらこちらで 花火大会が あります。とうきょうでは、すみだ川の 花火大会が 有名で
、毎年 7 月の 4 ばん目の 土よう日に 開かれます。380 年前に 20 発（注）の 花火で (43)＿＿＿が、今は 2 万発
いじょうの 花火が 上がって、100 万人くらいの 人が (44)＿＿＿そうです。その 日、花火大会の ある 場所の 

近くは、車は とおれません。 はしの 上からは よく 見えるので、たくさんの 人が 集まります。はしの 上で 

とまって 花火を 見ると、とおれなく なります。(45)＿＿＿、とまる ことは できません。 花火には、「花」
「風」など 名前が ついて いて、(46)＿＿＿ 決めたり します。 テレビでも 見られますが、近くで 見ると、空
から ほしが ふって くるようで、 とても きれいです。ぜひ、みなさん、お出かけ ください。  

（ 山辺真理子、2010 年、『にほんごチャレンジ文法や読む練習 N4』、アスクにより）  

（注）発：phát (phát súng...) 

 

Câu 43.  

A. 始まるところです     B. 始まったそうです    

C. 始めたそうです      D. 始めるところです。 

Câu 44.  

A. 集めに 行く     B. 集めに 行かない  

C. 見に 行かない     D. 見に 行く 

Câu 45.  

A. それに      B. それでも  

C. すると      D. だから 

Câu 46.  

A. どの 花火が 一ばん きれいか   B. どの 花火が 一ばん 高い  

C. どの 花火も 一ばん きれいだ   D. どの 花火も 一ばん 高いか 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 47 đến câu 50.       

     山田さんは ふろが 大好きです。仕事で 外国へ 行ったとき、ようしきの ふろが 一番 困ります。シャワー

だけでは 満足まんぞく できません。ようしきの ふろは あさくて 肩かたまで 入れません。 ですから、日本へ 

帰ると、ゆっくり ふろに 入ります。 山田さんの 家の ふろは せまくて くらいのですが、今度 ボーナスを も

らったら、ふろばを 大きく するつもりです。そして、ふろの 窓から にわの 石や 木が 見られるように しよ

うと 思って います。ふろばには 電話や テレビも 置きたいし、ふろに 入って、ステレオを 聞きながら ビー

ルを 飲みたいと 考えて います。 山田さんは ふろに 入りながら いろいろ 考えて いますが、さあ、山田さん

の 夢は どう なるでしょうか。  

（三井豊子・拍崎雅世 他著（1991）『読解 20 のテーマ』）  

満足する: thỏa mãn, hài lòng 

Câu 47. 山田さんは 外国へ 行ったとき、何が 一番 困りますか。 

A. 日本しきの ふろ    B. 日本しきの シャワー     C. ようしきの ふろ    D. ようしきの シャワー 

Câu 48.今度 ボーナスを もらったら、山田さんは何をするつもりですか。 

A. ふろばを 小さく するつもりです。 

B. ふろばを 大きく するつもりです。 
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C. ふろばを 長く するつもりです。 

D.ふろばを せまく するつもりです。 

Câu 49. 山田さんの 好きな ふろは どれですか。  

A. 夢を 見る ことが できる せまい ふろです。  

B. 肩まで おゆの 中に 入れる 日本の ふろです。  

C. あさくて ふろの 中で 寝られる ようしきの ふろです。  

D. かんたんで 便利な シャワーです。 

 

Câu 50. 正しい ものは どれですか。  

A. 山田さんは 外国へ 行ったときも、シャワーは 使いません。  

B. 山田さんは ふろばで おさけを 飲みたいです。  

C. 山田さんは 大きくて 窓から にわの 石や 木が 見られる ふろばが ほしいです。  

D. 山田さんは 今度 にわに ふろを 作ります。 

-------HẾT------ 
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ĐỀ 8 

Câu 1. わたしの すんで いる 町は 海に 近いです。  

A. 注んで  B. 王んで  C. 住んで  D. 主んで 

 

Câu 2. わたしたちは くらい 山道を 歩きました。  

A. 暗い  B. 黒い  C. 悪い  D. 青い  

 

Câu 3. としょかんでは、みんな しずかに 本を 読んで います。  

A. 晴かに  B. 精かに  C. 静かに  D. 清かに 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc phần được gạch chân trong các câu sau. 

Câu 4. 今朝、道が こんで いて、学校に 着くまでは １時間 かかって しまいました。  

A. いく   B. きく   C. つく    D. おく 

 

Câu 5. 山田さんの お父さんは 有名な 会社で はたらいて います。  

A. ゆうめい   B. ゆうめ   C. ゆめ    D. ゆめい 

Câu 6.日本語の新聞は読みにくいです。 

A.しぶん      B.しんぶん   C.しんぷん     D.しぷん 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau. 

 

Câu 7. かいぎが ある ＿＿＿を 知りませんでした。  

A. こと   B. ため   C. はず    D. もの 

 

Câu 8. １時に なりました。＿＿＿ テストを はじめます。  

A. それでは   B. でも   C. どうも   D. しかし 

 

Câu 9.  

山下：「この間 スーパーで 木村さんに 会いました＿＿＿。」 

 石田：「そうですか。」  

A. か    B. ね    C. の    D. よ 

 

Câu 10. 車＿＿＿ 運転が できます。  

A. の    B. を    C. は    D. に 

 

Câu 11. 昨日 わたしは 買い物を たくさん しました。今 お金は もう ＿＿＿。  

A. ありません   B. あります   C. ありました   D. ありませんでした 

 

 

Câu 12. 旅行に 行く前に、地図を 買って ＿＿＿。  
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A. します   B. います   C. あります   D. おきます 

 

Câu 13. 「さくら」という かんじは ＿＿＿ 書きますか。  

A. どんな   B. どんなに   C. どう   D. なんと 

 

Câu 14. どうぞ、ゆっくりして ください。遅くなったら、弟に 車で ＿＿＿。  

A. 送られます   B. 送ります   C. 送らせます   D. 送らされます 

 

Câu 15. このはしを 作るの＿＿＿ ４年 かかりました。  

A. に    B. を    C. へ    D. か 

 

Câu 16. かのじょは 今晩の パーティーには 来ない ＿＿＿と 思います。  

A. ようだ   B. らしい   C. そうだ   D. だろう 

Câu 17.  

山下：「おととい 見た 映画は おもしろかったわ。」  

石田：「そう？ ＿＿＿映画を 見たかったけど、時間が なくて...」  

A. どの   B. その   C. あの   D. この 

 

Câu 18.  

山下：「明日の 午後は どこ＿＿＿ 行きますか。」  

石田：「はい、銀行へ 行きます。」  

A. にも   B. へも   C. でも   D. かへ 

 

Câu 19. かさを 忘れて きましたが、山田さんが かして ＿＿＿。  

A. やりました   B. あげました   C. くれました   D. もらいました 

 

Câu 20. わたしは 母＿＿＿ 泣かせる ような ことは したくない。  

A. の    B. を    C. に    D. へ 

 

Câu 21. かれは アメリカで そだったから、英語が ＿＿＿ はずです。  

A. じょうずの   B. じょうず   C. じょうずな   D. じょうずだ 

Câu 22. おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。  

A. 飲んで   B. 飲み   C. 飲んだ   D. 飲め 

 

Câu 23. ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。  

A. けしき   B. もり   C. ごみ   D. いし 

 

Câu 24. きのう 田中さんと やくそくが ありましたが、＿＿＿ 待っても 田中さんは 来ませんでした。  

A. どうして   B. どんな   C. いくら   D. どこ 

 

Câu 25. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。  
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A. わらわせます  B. わらいます   C. わらわれます  D. わらえます 

 

Câu 26. きのう 魚料理は とても ＿＿＿ので、半分だけ 食べられました。  

A. 多い   B. 多く   C. 多かった   D. 多いかった 

 

Câu 27. 母は ＿＿＿ 音楽の 先生だったから、ピアノを ひく ことが できます。  

A. ちょうど   B. とうとう   C. もともと   D. たいてい 

 

Câu 28. おなかが すいて いたので、バナナを 5 本＿＿＿ 食べて しまいました。  

A. で    B. だけ   C. も    D. しか 

 

Câu 29. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。  

A. たいへん   B. あんしん   C. あんぜん   D. さんせい 

 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng. 

Câu 30. もうかいぎが 始まる  時間なので、林さんは まだ 来て いません。  

 A     B  C   D          

Câu 31. とうきょうへ はたらきに 行った お父さんが おみやげを 持って  

               A             B 

 帰って くるのが ずっと 待って います。 

     C        D 

Câu 32. あさっての 夜 IMC会社の 社長と 食事しますから、 

           A          B 

レストランを よやくして  ありました。  

      C         D 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau. 

Câu 33. ほとんどの 人が しゅっせきしました。  

A. しゅっせきした 人は あまり いませんでした。  

B. 休んだ 人が たくさん いました。 

C. 休んだ 人は あまり いませんでした。  

D. しゅっせきした 人は 半分でした。 

Câu 34. 山下さんは 「行ってきます。」と 言いました。  

A. 山下さんは 今から どこかへ 行きます。  

B. 山下さんは 今から 何かを 言います。  

C. 山下さんは 今から 家へ 帰ります。  
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D. 山下さんは 今から 会社へ 来ます。 

 

Câu 35. 今日は はつかです。  

A. 明日は にじゅういちにちです。  

B. 明日は にじゅうにちです。  

C. 明日は ここのかです。  

D. 明日は よっかです。 

Câu 36. 新聞に よると、とうきょうの 人口は へって いるそうです。 

 A. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 上がって いるそうです。  

B. 新聞に よると、とうきょうの 人口は ふえて いるそうです。  

C. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 少なく なるそうです。  

D. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 多く なるそうです。 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các tình huống trong các câu sau. 

Câu 37.  

田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」  

山田：「＿＿＿。」  

A. はい、今 はらって いません  

B. はい、いいです  

C. いいえ、後でも いいです  

D. いいえ、はらって しまいます 

 

 

Câu 38.  

田中：「その セーター、いい 色ですね。」  

山田：「＿＿＿。」  

A. へえ、そうですか。すみません  

B. ほら、色が きれいじゃ ないんですが  

C. ありがとう。先週 買ったんですよ  

D. わあ、そうですか。色が きれいじゃないんですが 

Câu 39.  

山下：「おかしを もう 少し いかがですか。」  

石田：「もう、 ＿＿＿。ごちそうさま。」  
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A. いただきます   B. 食べました   C. 食べましょう  D. けっこうです 

 

Câu 40.  

子供：「＿＿＿。」  

母 ：「お帰りなさい。今日は 早かったのね。」  

A. ごめんください   B. ただいま   C. しつれいします  D. いってまいります 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 41 đến câu 42. 

ある ところに、おじいさんと おばあさんが いました。二人の 家には にわとりが いました。にわとりは 毎日 

金の たまごを 一つ うみました。①それを 町へ 売りに 行くので、お金が どんどん たまりました（注）。二

人は しあわせに くらして いましたが、もっと お金が ほしく なりました。にわとりが 毎日 一つではなくて

、 もっと たくさん たまごを うめば いいと 思いました。二人は 金の たまごを うむ にわとりの おなかの こ

とを 考えました。きっと あの にわとりの おなかは 金で できて いるのだろうと 考えました。もし そうだっ

たら、一回で お金が とれると 思いました。二人は そうだんして、②にわとりの おなかを 切って みる こと

に しました。二人が にわとりの おなかを 切って みると、おなかは ふつうの にわとりと 同じでした。おな

かを 切られた にわとりは、死んで しまいました。  

（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育出版により） （注)たまる：
tích cóp 

 

Câu 41. ①それと いうのは 何ですか。  

A. 二人の 家    B. にわとり   C. 金の たまご  D. お金 

 

Câu 42.「②にわとりの おなかを 切って みる ことに しました。」と ありますが、 どうしてですか。  

A. にわとりの おなかの 中が 見たかったから。  

B. どうして にわとりが 金の たまごを 一つしか うまないのか 知りたかったから。  

C. にわとりの おなかの 中に たくさん お金が 入って いると 思ったから。  

D. にわとりの おなかの 金を 一回で とろうと 思ったから。 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 43 đến câu 46.   

2 月 14 日は、日本では バレンタインデーです。キリスト教の とくべつな 日ですが、日本では、 女の 人が 好

きな 人に チョコレートなどの （1） ＿＿＿に なりました。（2） ＿＿＿  同じ ような 日が（3） ＿＿＿。

ブラジルでは、6 月 12 日が 「こいびとの 日」と よばれる日です。 その日は、男の 人と 女の 人が プレゼン

トを 用意し（注)、（4） ＿＿＿。 

 (山辺真理子・飯塚睦・金成ふみ恵（2007）『日本語チャレンジ 3 級』) 

（注) 用意（ようい）する：chuẩn bị 

Câu 43. （1） 

A. おみやげを する日      B. プレゼントを 売る日  

C. おみやげを 売る日     D. プレゼントを する日 

 

Câu 44. （2） 

A.世界でも      B.世界には 

C.世界にも            D.世界では 

Câu 45. （3） 
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A. あります      B.います 

C.します      D.なります 

Câu 46. （4） 

A. こいびとに おくります     B. こいびとから もらいます  

C. 友だちから もらいます     D. 友だちに おくります 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 47 đến câu 50.       

    4人の 人に しゅみに ついて 聞きました。 Kさんは絵を かくことが 好きです。とくに 海や 山の 絵が 好き

です。毎週 土よう日と 日よう日は 海や 山へ 行って 絵を かきます。 Hさんはテニスを するのが 好きです。

でも、あまり じょうずでは ありません。ときどき 友だちと いっしょに テニスを します。 Nさんのしゅみは 

やきゅうを 見ることです。 やきゅうを しませんが、日よう日は よく やきゅうを 見に 行きます。 V さんは映

画を 見るのが 好きです。かなしい映画より おもしろい映画の ほうが 好きです。 

 (日本語検定協会(2011)『J.TEST実用日本語検定 過去問題集 [E-Fレベル 2010年]』) 

 

Câu 47. K さんに ついて 正しいのは どれですか。  

A. 海で およぐのが 好きです。  

B. 日よう日は 日本語を 勉強します。  

C. 土よう日は ずっと 家に います。  

D. 土よう日と 日よう日は 絵を かきます。 

 

Câu 48.スポーツが 好きな人は だれですか。  

A. K さんと Nさんです。  

B. V さんだけです。  

C. Hさんだけです。  

D. K さんと V さんです。 

Câu 49.正しいことは何ですか。 

A.K さんは絵を 見ることが 好きです。 

B.Nさんのしゅみは やきゅうを することです。 

C.Hさんはテニスを 見るのが 好きです。 

D.V さんは映画を 見るのが 好きです。 

Câu 50. 4人に ついて 正しいのは どれですか。  

A. Nさんは 毎週 日よう日に やきゅうを します。  

B. K さんは 絵が へたです。  

C. V さんは おもしろい映画が 好きです。  

D. Hさんは テニスが じょうずです。  

-------HẾT------ 
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ĐỀ 9 

Câu 1. じしんで 電車が とまって、北海道へ 行けませんでした。  

A. 止って           B. 正まって         C. 正って            D. 止まって 

Câu 2. 毎朝、私は学校のうんどうじょうでサッカーをしています。 

A. 運働              B. 運動              C. 運転               D. 運力 

Câu 3. しゅうごう時間を教えてください。 

A. 集会       B. 集合       C. 進会      D. 進合 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc phần được gạch chân trong các câu sau. 

Câu 4. 下の質問に答えてください。 

A. おぼえて     B. かんがえて    C. つたえて    D. こたえて 

Câu 5.えきの 西口 を 出て 帰りました。  

A. きたぐち         B. きたくち         C. にしぐち           D. にしくち 

Câu 6.土曜日 までに この本を 返して ください。 

A. どよび           B. とようび         C. どうよび           D. どようび 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau. 

Câu 7. どうぞ ＿＿＿を しないで、たくさん めしあがって ください。  

A. むり              B. はんたい         C. せつめい           D. えんりょ 

Câu 8. かぜを ひいて くすりを 飲んだのですが、＿＿＿ よく なりません。  

A. すこしも         B. もう              C. とても             D. きっと 

Câu 9. わたしの 先生は たいへん ＿＿＿です。 

A. きびしい         B. すずしい         C. みじかい           D. ただしい 

Câu 10.そのはさみはつくえの＿＿＿の中に、入れました。 

A. あみ       B. テーブル     C. ひきだし     D. かばん 

Câu 11.しけんのために、勉強の＿＿＿を作りましょう。 

A. クラブ      B. グルプ      C. クラーブ    D. グループ 

Câu 12. 花は＿＿＿ですから、ここに集めてくださいね。 

A. なまごみ   B. そうだいごみ     C. しげんごみ         D.もえるごみ 

Câu 13. 木村「その映画を見た人が多いですね。」 

      田中「ええ、友だちの話によると、とても＿＿＿＿＿＿よ。」 

A. おもしろいそうです             B. おもしろいかもしれません 

C. おもしろいようです               D. おもしろいだろう 
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Câu 14. 今日は  母のたんじょう日ですから、早く家へ＿＿＿と思っています。 

A. 帰ら       B. 帰ろう            C. 帰れう            D. 帰り 

Trả lời câu 15 và câu 16: 

最近、日本語を勉強する人が＿＿＿＿＿＿。しょう来、もっと＿＿＿＿＿＿でしょう。 

Câu 15. A. ふえて  きました      B. ふえる  ことに  なりました 

     C. ふえて  いきました     D. ふえる  ことに  しました 

Câu 16.  A. ふえて  くる        B. ふえる  ことに  なる 

     C. ふえて  いく        D. ふえる  ことに  する 

Câu 17.ふくしまのじしん＿＿＿、おおぜいの人が死んでしまいました。 

A. に          B. と              C. が               D. で 

Câu 18.これから、私が＿＿＿とおりに、歌ってください。 

A. 歌う       B. 歌った          C. 歌い             D. 歌え 

Câu 19.母は毎日 私におさらを＿＿＿て、つまらないです。 

A. あらう    B. あらわせ           C. あらわれ           D. あらっ 

Câu 20.ふく学長先生のお部屋に、＿＿＿お花びんがあります。 

A. さかんな    B. りっぱな           C. すごいな           D. しんせつな 

Câu 21. 山下：「おととい 見た 映画は おもしろかったわ。」  

        石田：「そう？ ＿＿＿映画を 見たかったけど、時間が なくて...」  

A.どの          B. その                 C. あの               D. この 

Câu 22. 山下：「明日の 午後は どこ＿＿＿ 行きますか。」  

        石田：「はい、銀行へ 行きます。」  

A. にも         B. へも                 C. でも               D. かへ 

Câu 23. かさを 忘れて しまいましたが、山田さんが かして ＿＿＿。 

A. やりました   B. あげました           C. くれました         D. もらいました 

 

Câu 24. わたしは 母＿＿＿ 泣かせる ような ことは したくない。 

A. の           B. を                   C. に                  D. へ 

 

Câu 25. かれは アメリカで りゅう学したから、英語が ＿＿＿ はずです。  

A. じょうずの   B. じょうずな           C. じょうず         D. じょうずだ 

Câu 26. 山下：「今日は 自分の 車で 来ました。」 

     田中：「じゃ、おさけを ＿＿＿。」 

A. 飲んでは いけませんね               B. 飲まなくても いいですね  

C. 飲んでも いいですね                 D. 飲まなければ なりませんね 

 

Câu 27. あぶないですから、あまり ＿＿＿を 出さないで ください。  

A. スピーチ     B. スピード             C. スポーツ           D. スタート 

Câu 28. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。  
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A. で           B. を                   C. は                 D. に 

Câu 29. これから 今週の 計画と スケジュールを ごほうこく ＿＿＿。 

A. いたします   B. いただきます         C. なさいます         D.くださいます 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng.   

Câu 30. 子どもは とうきょうへ はたらきに 行った お父さんが おみやげを 持って  帰って  

                                                              A                                 B                                                 C 

くるのが ずっと 待って います。  

           D 

Câu 31.昨日、姉は 作ってくれたケーキ は 全部 食べました 。 

       A   B                 C      D 

Câu 32. あの先生の音が 小さくて、何も 聞けないから、こまっています。 

         A   B  C D 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau. 

Câu 33. 田中さんは「そふも そぼも 元気です。」と 言いました。 

A. 田中さんの おじさんも おばさんも お元気だ そうです。  

B. 田中さんの おじいさんも おばあさんも お元気だ そうです。  

C. 田中さんの おとうさんも おかあさんも お元気だ そうです。  

D. 田中さんの おにいさんも おねえさんも お元気だ そうです。 
 
Câu 34.宿題は だいたい すみました。  

A. 宿題は だんだん すみました。 B. 宿題は ぜんぶ すみました。  

C. 宿題は ほとんど すみました。 D. 宿題は きっと すみました。 

Câu 35.となりのへやが`うるさいので、ねられません。 

A.となりのへやがうるさいので、ねることができません。 

B. となりのへやがうるさいので、ねません。 

C. となりのへやがうるさいので、ねましょう。 

D. となりのへやがうるさいので、ねました。 

Câu 36. さいしょに、このボタンを おして、それから、お金を入れてください。 

A. あとで、このボタンを おして、それから、お金を入れてください。 

B. まず、このボタンを おして、それから、お金を入れてください。 

C. つぎに、このボタンを おして、それから、お金を入れてください。 

D. そのあと、このボタンを おして、それから、お金を入れてください。 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các tình huống trong các câu sau. 

Câu 37. 山下：「おかしを もう 少し いかがですか。」  

        石田：「もう、 ＿＿＿。ごちそうさま。」 
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A.いただきます      B. 食べました    C. 食べましょう     D. けっこうです 

Câu 38. 子供：「＿＿＿＿＿。」 

         母 ：「お帰りなさい。今日は 早かったのね。」  

A. ごめんください   B. ただいま      C. しつれいします   D. いってまいります 

Câu 39. 田中：「きのう、家の中に かぎを 忘れて、外で 2時間 母を待たなければなりませんでした。
」 

    山田：「____________。」 

A. それは忘れないほうがいいですね    B. それはざんねんでしたね 

C. それは大変でしたね                 D. それは忘れたら、大変ですね 

Câu 40.ホア：「どうしたんですか。」 

   ナム：「____________。」 

A. 風をひいてしました                 B. 風をひくんです 

C. 風をひいてしまうんです             D. 風をひいてしまったんです 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 41 đến câu 42.   

リンさんは 大学の 先生に メールを 書きました。そして、先生に へんじを もらいました。〈リンさんが 書い
た メール〉 

 こんにちは。おねがいがあって、メールしました。今日のじゅぎょうで、先生がしょうかいしてくださっ
た本を読みたいのですが、大学の本やさんにありませんでした。それで、先生の本を貸していただきたいの
ですが…。よろしくおねがいします。 

〈先生からの へんじ〉 

 こんにちは。じつは、ほかの人からも同じようなメールが来て、もうやくそくしてしまいました。大学の
図書館にもあるそうなので、すみませんが、図書館で借りてもらえますか。メールをくれたのに、ごめんな
さいね。 

（日本語検定協会『実用日本語検定第 115 回 E-F』より） 

Câu 41.リンさんは、何の ために 先生に メールを しましたか。 

A.じゅぎょうを休んでしまったからです。 

B.本をしょうかいしてもらいたかったからです。 

C.じゅぎょうで使う 本を 買いたかったからです。 

D. 先生の本を 借りたかったからです。 

Câu 42.ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。 

A.リンさんは先生に本をもらいます。 

B. 先生は図書館で本を借りました。 

C.先生はほかの人に本を貸します。 

D.リンさんは図書館で本を見つけました。 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 43 đến câu 46.    

  日本では、夏に あちらこちらで 花火大会が あります。とうきょうでは、すみだ川の 花火大会が 有名で、毎

年 7 月の 4 ばん目の 土よう日に 開かれます。380 年前に 20 発（注）の 花火で (43)＿＿＿が、今は 2 万発いじ
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ょうの 花火が 上がって、100 万人くらいの 人が (44)＿＿＿そうです。その 日、花火大会の ある 場所の 近く

は、車は とおれません。 はしの 上からは よく 見えるので、たくさんの 人が 集まります。はしの 上で とま

って 花火を 見ると、とおれなく なります。(45)＿＿＿、とまる ことは できません。 花火には、「花」「風

」など 名前が ついて いて、(46)＿＿＿ 決めたり します。 テレビでも 見られますが、近くで 見ると、空から 

ほしが ふって くるようで、 とても きれいです。ぜひ、みなさん、お出かけ ください。  

（ 山辺真理子、2010 年、『にほんごチャレンジ文法や読む練習 N4』、アスクにより） （注）発：phát (phát 

súng...) 

 

Câu 43. A. 始まるところです                 B. 始まったそうです  

         C. 始めたそうです                    D. 始めるところです。 

 

Câu 44. A. 集めに 行く B. 集めに 行かない   C. 見に 行かない    D. 見に 行く 

 

Câu 45. A. それに         B. それでも          C. すると           D. だから 

 

Câu 46. A. どの 花火が 一ばん きれいか      B. どの 花火が 一ばん 高い  

         C. どの 花火も 一ばん きれいだ      D. どの 花火も 一ばん 高いか 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 47 đến câu 50.  

日本では、お正月には よく たこを あげて（注 1）あそびます。 日本で はじめて たこが あげられたのは、

今から 千年ほど前だと 言われて います。中国から やって きた その たこは、紙で 作られた 鳥の ような かた

ちを した ものだったと そうぞうされて います。それから、五百年くらい たつと、たこは たたかい（注 2）

や せんそうの どうぐとして 使われる ように なりました。たこを 空高く あげて、とおくに いる なかま（注 

3）に 知らせたり、たたかいに かった 時など、 たこを あげて よろこんだり しました。たこが あそびに 使わ

れる ように なったのは、 今から 四百年ほど前からです。はじめは、さむらいの 子どもしか たこを あげては 

いけないと 決められた ことが ありましたが、だんだん 日本中で たこあげが さかんに 行われる ように なり

ました。 しかし、さいきんでは、お正月に なっても、たこあげを あまり 見なく なりました。 たこを あげる 

広い 場所が ないのです。それに、このごろの 子どもは、あまり 外で あそばなく なったのでしょうか。むか

しの あそびが だんだん きえて いくのは すこし さびしい 気が します。  

 （中川良雄、1993 年、『日本語初中級問題集日本語能力試験 3 級対応』、国書刊行会により）  

（注 1）たこを あげる: thả diều  

（注 2）たたかい: trận chiến  

（注 3）なかま: đồng minh, bạn bè 

Câu 47. はじめの ころの たこは どんな かたちを して いましたか。  

A. 鳥の ような かたちを して いました。  

B. 子どもの ような かたちを して いました。  

C. 今と 同じ かたちを して いました。  

D. せんそうの どうぐの ような かたちを して いました。 

 

Câu 48. 千年ほど前、たこを あげる ことが できたのは だれですか。  

A. おうさまだけが あげられた。       B. おうさまの 子どもだけが あげられた。  



Trang 52/57 

C. 子どもだけが あげられた。         D. さむらいの 子どもだけが あげられた。 

 

Câu 49. どうして さいきんの 子どもは あまり たこを あげて あそばないのですか。  

A. なかまが とおくに いるから。      B. たこを あまり 売って いないから。  

C. あげ方を 知らないから。           D. 広い 場所が ないから。 

 

Câu 50. この 人は たこあげに ついて どう 思って いますか。  

A.たくさん 見られて うれしくない。  B. だんだん 見えなく なって うれしく ない。 

C.できなく なって よかった。         D. できる ように なって うれしい。 

-------HẾT------ 

 

 

  



Trang 53/57 

ĐỀ 10 

Câu 1. 下の質問に答えてください。 

A. おぼえて     B. かんがえて    C. つたえて      D. こたえて 

Câu 2. 田中さんは 一週間 会社を 休んでいます。  

A. いしゅうかん     B. いっしゅうかん   C. いしゅかん          D. いっしゅかん 

Câu 3. 日本の 着物は 有名です。  

A. きもの           B. つきもの         C. つきもつ            D. きもつ 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc phần được gạch chân trong các câu sau. 

Câu 4. こうじょうの 中は 空気が きたないですから、気を つけて ください。  

A. 工湯              B. 工場              C. 工陽                D. 工揚 

Câu 5. そらにきれいなほしが見えます。 

A. 完                B. 究                C. 空                  D. 六 

Câu 6. これから、はっぴょうを始めます。 

A. 発展              B. 発図              C. 発画                D. 発表 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau. 

Câu 7.友だちがやくそくの時間に遅れて、私は＿＿＿しています。 

A. すらすら     B. いらいら     C. うきうき      D. どきどき 

Câu 8.よくうんどうしましたから、＿＿＿寝られました。 

A. がっかり     B. はっきり     C. ぐっすり      D. びっくり 

Câu 9. 大学でけいざいを勉強したいですから、＿＿＿を勉強しなければなりません。 

A. たいいく     B. ぶつり      C. すうがく      D. かがく 

Câu 10.このはしは木＿＿＿作られました。 

A. を        B. で        C. から        D. に 

Câu 11. 私の時計＿＿＿ちょうど 2時です。 

A. を        B. で        C. から        D. に 

Câu 12. 自動ドアですから、そのドアは自分で＿＿＿ます。 

A. 開け            B. 閉め              C. 閉まり             D. 開き 

Câu 13. この  シャツは  ＿＿＿  いますから、私のを貸しましょうか。 

A. よごれて     B. われて       C. こわれて      D. とれて 

Câu 14.外に＿＿＿前に、電気をけしてください。 
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A. 出す             B. 出た            C. 出る               D. 出した 

Câu 15.昨日、日本人の友だちから、＿＿＿がとどきました。 

A. メッセージ       B. メッセジ        C. メセージ           D.メッセージー 

Câu 16. ＿＿＿、私がごはんを食べたところです。 

A. 今から      B. 今ごろ           C. たった今         D. これから 

Trả lời câu 17 và câu 18: 

生と：先生はけさのニュースを＿＿＿＿＿＿か。 

  先生：はい、見ました。ニュースで私の研究をしょうかいしていたでしょう？ 

生と：はい、私も＿＿＿＿＿＿。 

Câu 17.  A. はいけんしました      B. ごらんになりました 

   C. ごはいけんしました     D. ごらんにしました 

Câu 18.  A. はいけんしました      B. ごらんになりました 

   C. ごはいけんしました     D. ごらんにしました 

Câu 19.わたしは車＿＿＿ 運転が できます。  

A. の               B. を                 C. は                 D. に 

Câu 20.昨日 わたしは 買い物を たくさん しました。今 お金は もう ＿＿＿。 

A. ありません      B. あります          C. ありました        D. ありませんでした 

Câu 21.今日は さむい＿＿＿、かぜも 強いから 家に います。  

A. のに             B. ので               C. し                 D. から 

Câu 22.そんなこと、＿＿＿ 言えません。  

A. はずかしいで    B. はずかしいくて    C. はずかしくて      D. はずかしく 

Câu 23.おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。  

A. 飲んで           B. 飲み               C. 飲んだ            D. 飲め 

Câu 24.ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。  

A. けしき           B. もり               C. ごみ               D. いし 

Câu 25.きのう 田中さんと やくそくが ありましたが、＿＿＿ 待っても 田中さんは 来ませんでした。 

A. どうして        B. どんな            C. いくら            D. どこ 

Câu 26. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。  

A. わらわせます    B. わらいます        C. わらわれます      D. わらえます 

Câu 27. きのう 魚料理は とても ＿＿＿ので、半分だけ 食べられました。  

A. 多い             B. 多く               C. 多かった          D. 多いかった 

Câu 28. 母は ＿＿＿ 音楽の 先生だったから、ピアノを ひく ことが できます。  

A. ちょうど        B. とうとう          C. もともと          D. たいてい 

Câu 29. おなかが すいて いたので、バナナを 5 本＿＿＿ 食べて しまいました。  

A. で               B. だけ               C. も                 D. しか 

Chọn từ hoặc cụm từ được gạch chân (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để các câu sau trở nên đúng.  

Câu 30. あさっての 夜 IMC会社の 社長と 食事しますから、レストランを よやくして あり 

                                                       A                                                            B                       C       D 
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ました。  

                             

Câu 31. もう かいぎが 始まる 時間なので、林さんは まだ 来て いません。 

                             A                              B                     C           D 

Câu 32.試験の近いですから、とても心ぱいなので、うきうきしています 。 

       A B   C  D 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau. 

Câu 33. あのレストランの 料理は まずいです。  

A.あのレストランの 料理は すくないです。     B. あのレストランの 料理は わるくないです。  

C.あのレストランの 料理は おいしくないです。 D. あのレストランの 料理は やすくないです。 

 

Câu 34. わたしは 今 のどが かわいて います。 

A. わたしは 今 休みたいです。                  B. わたしは 今 何か 飲みたいです。  

C. わたしは 今 寝たいです。                    D. わたしは 今 何か 食べたいです。 

Câu 35. じゅ業にちこくして、すみません。 

A. じゅ業にちかくて、すみません。       B. じゅ業にはやくて、すみません。 

C. じゅ業におくれて、すみません。       D. じゅ業にしずかで、すみません。 

Câu 36.きっさてんでの会話 じゃ、私はこうちゃにします。 

A.じゃ、私はこうちゃをじゅんびします。  B.じゃ、私はこうちゃをたのみます。     

C.じゃ、私はこうちゃをつくります。      D.じゃ、私はこうちゃをします。 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các tình huống trong các câu sau. 

Câu 37. 山下：「＿＿＿。どうぞ おあがり ください。」  

        石田：「しつれいします。」  

A.ごめんなさい    B. いってらっしゃい   C. よく いらっしゃいました   D. いってまいります 

 

Câu 38. 山下：「おかげさまで、大学に 合格しました。」 

        石田：「それは ＿＿＿。」  

A.ありがとう      B. おめでとう         C. たいへんですね            D. どういたしまして 

 

Câu 39. 山下：「このペンを 借りても いいですか。」  

        石田：「ええ、 ＿＿＿。」  

A.むりです        B. だめです           C. どうぞ                     D. さしあげます 

Câu 40. 山田：「どうぞ、お上がり ください。」  

        田中：「＿＿＿。｣  

A.しつれいします  B. ただいま           C. お帰りなさい   D. いらっしゃい 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 41 đến câu 42.   

ある ところに、おじいさんと おばあさんが いました。二人の 家には にわとりが いました。にわとりは 毎

日 金の たまごを 一つ うみました。①それを 町へ 売りに 行くので、お金が どんどん たまりました（注）。

二人は しあわせに くらして いましたが、もっと お金が ほしく なりました。にわとりが 毎日 一つではなく

て、 もっと たくさん たまごを うめば いいと 思いました。二人は 金の たまごを うむ にわとりの おなかの 

ことを 考えました。きっと あの にわとりの おなかは 金で できて いるのだろうと 考えました。もし そうだ
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ったら、一回で お金が とれると 思いました。二人は そうだんして、②にわとりの おなかを 切って みる こ

とに しました。二人が にわとりの おなかを 切って みると、おなかは ふつうの にわとりと 同じでした。お

なかを 切られた にわとりは、死んで しまいました。  

（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育出版により）  

（注)たまる：tích cóp 

 

Câu 41. ①それと いうのは 何ですか。 

A. 二人の 家         B. にわとり           C. にわとりの たまご       D. お金 

Câu 42. 「②にわとりの おなかを 切って みる ことに しました。」と ありますが、 どうしてですか。  

A. にわとりの おなかの 中が 見たかったから。  

B. どうして にわとりが 金の たまごを 一つしか うまないのか 知りたかったから。  

C. にわとりの おなかの 中に たくさん お金が 入って いると 思ったから。  

D. にわとりの おなかの 金を 一回で とろうと 思ったから。 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 43 đến câu 46.    

「東京」 

わたしは 去年の ３月に 東京の 大学に 留学するために 日本へ 来ました。東京へ 来てから も

うすぐ １年です。東京に 来たばかりの  ころは、おどろく ことが おおかったです。（43）______、

人が 多い ことです。町には 人が たくさん いますが、みんな 歩くのが 速くて、とても （44）

______そうです。特に 朝の 電車は 人が たくさん 乗って いて、みんな おこったような 顔を 

して います。わたしの ふるさとは 人が 少な くて、とても しずかな ところですから、最初は 少

し こわかったです。でも、最近(45) ______なれて きました。 

それから、東京には おもしろい ところも あります。この前 大学の 日本人の 友だち（46）______

東京の 古い お寺へ つれて 行って もらいました。その お寺は 高い ビルの となりに ありま

した。東京は 古い ものと 新しい ものが いっしょに なって いて、とても おもしろいと 思 い

ます。これからも、いろいろな ところへ 行って みたいです。 

         （国際交流基金、2016 年、『日本語能力模擬試験公式問題集 N4』、凡人社より） 

Câu 43.A. しかし      B. たとえば               C. それに               D. もし 

Câu 44.A. いそがし      B. しそがしい            C. いそがしかった     D. いそがしくない 

Câu 45.A. もっと      B. きっと              C. やっと         D. ずっと 

Câu 46.A. を        B. に                C. が          D. で 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 47 đến câu 50.   

   運動は体にいいですから、エレベーターやバスに乗らないで歩くようにしているという人が増えています。

忙しくて運動する時間がないというのがその理由です。スポーツクラブにかよわなくてもいいですし、私の

ように運動があまり好きじゃない人にも簡単で、いい考えだと思います。 

  私と同じ会社のエリカさんも、よく歩いています。はじめは運動が好きじゃなかったけれど、歩くのが楽し

くなって、走ることも始めたそうです。エリカ さんに「最近、公園を走っているけど気持ちいいよ。一回見

てみたら？」と言われて日曜日にその公園へ行ってみたら、走っている人がいっぱいでびっくりしま した。

エリカさんは、いっしょに走る友達もいて楽しそうでした。 

  来月、エリカさんは初めてマラソン大会に出るそうです。前はとても遅くしか走れなかったのに、少し速く

走れるようになったから、１０キロを１時間で走れるようになりたいと話していました。 

  子どものときから運動の好きな人が、大人になっても走るのだと思っていましたが、そんなことはないよう

です。私もこれから歩くことから始めてみようと考えています。 

               (JLPT N4-模擬テストー文法―読解―2016年 7月) 

Câu 47.この人は、どんな考えをいい考えだと思ったのですか。 

A.運動する人が増えるだろうという考え 

B.乗り物に乗らないで歩こうという考え 
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C.スポーツクラブには通わないほうがいいという考え 

D.忙しくて時間ががないなら、運動しなくてもいいという考え 

 

Câu 48.エリカさんについて、正しいものはどれですか。 

A.この文章を書いた人といっしょに、よく走っている。 

B.子どものときから走るのが好きで、楽しんで走っていた。 

C.最近、１０キロを１時間で走れるようになった。 

D.まだマラソン大会で走ったことがない。 

Câu 49.この文章を書いた人について、正しいものはどれですか。 

A.今は特に何もしていないが、運動は好きだ。 

B.バスに乗らないで、歩くようにしている。 

C.最近、公園に行って走るようになった。 

D.公園を走るという習慣を持っていない。 

Câu 50.この文章を書いた人は、エリカさんを見て何がわかりましたか。 

A.走るのが毎日じゃなくても、体がじょうぶになることがわかった。 

B.運動が好きじゃなかった人も、楽しく走れるようになることがわかった。 

C.がんばって運動をつづければ、マラソン大会に出られることがわかった。 

D.公園で楽しく走るようにすれば、友だちが見つけられることがわかった。 

-------HẾT------ 

 


