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GIỚI HẠN: BÀI 1~ BÀI 6 

I. CHỮ HÁN 

II. TỪ VỰNG ( BAO GỒM PHẦN MỞ RỘNG TỪ CỦA MỖI BÀI) 

III. NGỮ PHÁP 

DẠNG ĐỀ RA: 

32 CÂU TRẮC NGHIỆM( 8 Đ), 4 CÂU TỰ LUẬN( 2 Đ) 

BÀI TRẮC NGHIỆM MẪU: 

                                                                              

１．わたしは        食べることができます。 

（ a. 何も b. 何でも c. 何を d. 何 ） 

２．わたしは おちゃが 好きです。       日本のおちゃが 好きです。 

（ a. いつも b. すぐに c. とくに d. 何でも ） 

３．ミンさんは       ダナンの人です。２さいのとき、ホーチミンに来ました。 

（ a. もともと b. とくに c. いつも d. さいしょに ） 

４．くすりをのみましたから、      よくなると思います。 

（ a. つぎに b. とくに c. すぐに d. いつか ） 

５．      日本へ行って、黒田先生に会いたいです。 

（ a. いつか b. もともと c. とくに d. きっと ） 

６．      名前を書いてください。つぎに、かみに１から 10まで、すう字を 

（ a. まず b. つぎに c. それから d. さい後に ） 

書いてください。        えを見て、日本語で言ばを 書いてください。 

（ a. まず b. それから c. さいしょに d. さい後に ） 

        ベトナム語で いみを書いてください。 

（ a. さいしょに b. さい後に c. つぎに d. それから ） 

７．明日から、毎日たくさんうんどうしますから、今晩     ねてください。 

（ a. はっきり b. しっかり c. とくに d. もともと ） 

８．ホアさんは      話しますから、ホアさんの話は よくわかります。 



（ a. はっきり b. しっかり c. とくに d. もともと ） 

９．クラスのみんなが来ますから、パーティーは      楽しいと思います。 

（ a. はっきり b. しっかり c. きっと d. やっぱり ） 

10．A：何をのみますか。 

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

（ a. はっきり b. しっかり c. きっと d. やっぱり ） 

11．わたしは        ねられます。 

（ a. どこででも b. どこにでも c. 何でも d. 何時でも ） 

12．この川で さかなを      ことができます。 

（ a. する b. つる c. あんないする d. わかす ） 

13．おちゃをのみますから、      をわかしてください。 

（ a. 水 b. おゆ c. こおり d. かぎ ） 

14．学校では 学校の      をまもらなければなりません。 

（ a. せつめい b. しつもん c. きそく d. せき ） 

15．うちにかえってから、毎日      しています。 

（ a. きそく b. ふくしゅう c. せつめい d. しつもん ） 

16．今から、大切な     をしますから、しずかに聞いてください。 

（ a. きそく b. わすれもの c. せつめい d. せき ） 

17．先生はいつも「     をしないでください。 

（ a. しつもん b. せつめい c. わすれもの d. よしゅう ） 

それから、うちで    をして、学校へ来てください。」と言います。 

（ a. よしゅう b. ふくしゅう c. せつめい d. わすれもの ） 

18．私は きょうしつの前の     にすわっていますから、こくばんの字がよく見えます。 

（ a. はし b. せき c. へや d. いす ） 

19．ダナンのミーケービーチの    は白くて、きれいです。 

（ a. いわ b. いし c. すな d. どろ ） 

20．川の中の    はまるくて、きれいです。 

（ a. いわ b. いし c. すな d. どろ ） 

21．カンザーでは、マングローブの     を見ぶつできます。 

（ a. 木 b. 林 c. もり d. くさ ） 



NGỮ PHÁP 

a,b,c,dの中から、てきとうなものをえらんで、    に入れてください。 

                                                                                          

                   

１．お名前は かん字で どう        か。  

（ a. 読みます b. 書きます  c. 言います d. いみです ） 

２．「九十九」と書いて、「つくも」と        。 

（ a. 読みます b. 書きます  c. 言います d. いみです ） 

３．「ソン」は何という        か。 

（ a. 読みます b. 書きます  c. 言います d. いみです ） 

４．A：「もり」というかん字を        か。 

（ a. わかります b. 知ります  c. わかっています d. 知っています ） 

  B：いいえ、         。 

（ a. わかりません b. 知りません  c. 知っていません  d. 聞きません ） 

５．「かねだ」は「金の田んぼ」と        。 

（ a. 読みます b. 書きます  c. 言います d. いみです ） 

６．A：Bさん、本を読んでいる人を         。 

（ a. 知ります b. 知っています  c. わかります d. わかっています ） 

  B：はい、        。 

（ a. 知ります b. 知っています  c. わかります d. わかっています ） 

７．本を        ながら、友だちをまっています。 

（ a. 読んで b. 読む  c. 読み d. 読め ） 

８．かおを        、はをみがきます。 

（ a. あらって b. あらいながら  c. あらった d. あらう ） 

９．けいたいでん話で        、バイクをうんてんしないでください。 

（ a. 話して b. 話しながら  c. 話した後で d. 話す前に ） 

10．父がうちへ         、みんなで 晩ごはんを食べましょう。 

（ a. かえって b. かえりながら  c. かえった d. かえってから ） 

11．大学生のとき、アルバイトを        、日本語をべんきょうしていました。 

（ a. して b. しながら  c. した d. する ） 



12．食じを       、手をあらってください。 

（ a. するとき b. する前に  c. してから d. した後で ） 

13．本を       、さく文を書きます。 

（ a. 読む前に b. 読みながら  c. 読んだ後で d. 読むとき ） 

14．高校生ですから、赤いスカーフを        。 

（ a. しなければなりません b. しません  c. しなくてもいいです d. してください ） 

15．今日は日よう日ですから、せいふくを        。 

（ a. きなければなりません b. きます  c. きなくてもいいです d. きてください ） 

16．マークシートテストですから、えんぴつを        。 

（ a. つかわなければなりません b. つかいません  c. つかわなくてもいいです  

d. つかわないでください ） 

17．これは としょかんの本ですから、読んだ後で はやく       。 

（ a. かえさなければなりません b. かえしません  c. かえさなくてもいいです  

d. かえさないでください 

18．ランさんは いつも      と思います。 

（ a. 元気です b. 元気だ  c. 元気 d. 元気な ） 

19．新しい日本人の先生は         と思います。 

（ a. きびしい b. きびしいです  c. きびしいだ d. きびしく ） 

 

20．ミンさんは 日本に        と思います。 

（ a. 留学です b. 留学だ  c. 留学します d. 留学する ） 

 

 

 


