
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TIẾNG NHẬT- LỚP 12/2019- 2020 

GIỚI HẠN: BÀI 1~ BÀI 6 

（CHỮ HÁN,TỪ VỰNG ( BAO GỒM PHẦN MỞ RỘNG TỪ CỦA MỖI BÀI), NGỮ PHÁP） 

BÀI MẪU:                                                                         

１．Ａ：さい近、ちょっとふとったでしょう。 

B ：えー、そうですか。じゃ、今日からあまいものを食べない         。  

（ a. ことになります  b. ことになりました   c. ことにします  d. ことにしました ） 

２．クラス長：今日の日本語のじゅぎょうは午後         。      

（ a. になります  b. になりました   c. にします  d. にしました ） 

３．（レストランで） 

A：何を食べようかな。 

B：えっと、私はブンボー         。 

（ a. になった  b. になる   c. にする  d. にした ） 

４．明日は雨がふるでしょう         、かさを持っていってください。 

（ a. ので  b. から   c. たら  d. のに ） 

５．あの店はゆう名          、たくさんのかんこうきゃくが来ます。 

（ a. ので  b. から   c. なので  d. にので  ） 

６．外の音がうるさいので、          。 

（ a. ねません b. ねられません  c. ねましょう d. おきます ） 

7．きのうは           ので、こうえんへあそびに行きました。 

（ a. 休みです b. 休みだ  c. 休みな d. 休みだった ） 

8．先生は、         仕事をしています。 

（ a. いそがしそうに b. いそがしそうな  c. いそがしいそうに d. いそがしいそうな ） 

９．先生は手紙をもらって          かおをしていました。 

（ a. うれしそうな b. うれしそうに  c. たのしそうな d. たのしそうに ） 

１０．この子は頭が          かおをしています。 

（ a. いいそうな b. いいそうに  c. よさそうな d. よさそうに ） 

 



 

11．ミンさんは         一人で すわっています。 

（ a. さびしそうな b. さびしそうに  c. さびしいそうな d. さびしいそうに ） 

12．ふくろに本をたくさん         すぎて、やぶれてしまいました。 

（ a. 入り b. 入る  c. 入れ d. 入れる ） 

13．歌が終わった後で、たん生日ケーキの上のろうそくを          ください。 

（ a. きって b. きれて  c. けして d. きえて ） 

14．あっ、まどが          。 

（ a. 開いていますよ b. 開いてありますよ  c. 開けていますよ d. 開いてありますよ ） 

15．いつも使わないので、このへやはかぎが         。 

（ a. かけています b. かけてありました  c. かかっています d. かかってあります ） 

16．あっ、お金が          いますよ。だれのですか。 

（ a. おちて  b. おとして   c. おいて  d. おって ） 

17．教しつのまどが          ね。あぶないですよ。 

（ a. わっています  b. われています  c. こわしています  d． こわれています ） 

18．トイレを使った後で、かならず水を          ください。 

（ a. ながれて b. ながして  c. とって d. とれて ） 

19．教しつがきれいに          ましたね。だれがそうじしたんですか。 

（ a. かたづき b. かたづけ  c. なおし d. なおり ） 

20．11月 20日、私たちは         ために歌を歌いました。 

（ a. 先生だ  b. 先生な   c. 先生の  d．先生だった ） 

21．母のたん生日プレゼントを         ために、アルバイトをしています。 

（ a. もらう  b. あげる   c. 買う  d．うる ） 

22．ゆめを          ために、大学へ進学したいと思っています。 

（ a. かなう b. かなえる  c. する d. できる ） 

２3．大学に        ために、今いっしょうけんめい勉強しています。 

（ a. 入れる  b. 入る  c. 入れるの  d入るの ） 

24．お父さんはナムさんを         。 

（ a. しかりました b. しかられました  c. わかりました d. わかられました ） 



 

 

25．日本ばしは 日本人         作られたそうです。 

（ a.で   b. から   c.によって   d. に  ） 

26．ヌックマムは魚          作られました。 

（ a. で  b. から  c. に  d. によって ） 

27．漢字は日本や中国などで          。 

（ a. 話されています b. 行われています  c. はつ明されました d. 使われています ） 

28．2008年にペキンでオリンピックが          。 

（ a. されました b. 開けられました  c. 開かれました d. 行かれました ） 

29．きのう、雨          ふられて、かぜをひいてしまいました。 

（ a. が  b. は   c. を  d. に  ） 

30．弟に          こわされました。 

（ a. I Phoneが  b. I Phoneを  c. 私の I Phoneが  d. 私の I Phoneを  ） 

31．一人で         のに、母は学校までいっしょに来ました。 

（ a. 大じょうぶ b. 大じょうぶだ  c. 大じょうぶな  d. 大じょうぶです ） 

32．妹はお金も          のに、一人で旅行に行きたいと言っている。 

（ a. ありません  b. あらない  c. あった  d. ない  ） 

33. 正しくないものはどれですか。 

A.近所の人は子どもにしずかにしてほしいそうです。 

B.近所の人は子どもにしずかにしてほしいです。 

C.私は子どもにしずかにしてほしいです。 

D.近所の人は子どもにしずかにしてほしそうです。 

３４．正しくないものはどれですか。 

   A:明日ゆきが……………… 、……………………か。 

   B:いいえ、ゆきが………………、……………………。 

A． ふったら、休みます・ふっても、休みます。 

B． ふったら、休みます・ふっても、休みません。 

C． ふっても、休みません・ふったら、休みます。 



D． ふったら、休みます・ふったら、休みません。 

３５，３６，３７，３８，３９，４０（漢字） 

 漢字 ひらがな 意味  漢字 ひらがな 意味 

れい 旅行 りょこう Du lịch 1 生活   

２． 活動   ３． 問題   

４． 集合   ５． 寒い   

６． 医者   ７． 台風   

８ 暑い   ９． 世界   

１０． 場所   １１． 所   

１２． 研究   １３． 守る   

１４． 進学   １５． 決める   

１６． 意味   １７． 頭   

１８． 安全   １９． 始まる   

 


