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KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 

だい 1か： 

 ～はどう書
か

きますか。・～と書
か

きます。 

● Dùng khi hỏi và trả lời về cách viết một tên gọi hoặc một chữ Hán 

例：A: お名前は漢字
か ん じ

でどう書きますか。 

  B: 「本と田
た

んぼ」と書きます。（本田
ほ ん だ

） 

 ～は何
なん

と/どう読
よ

みますか。・「～」です/「～」と読みます。 

●  Dùng khi hỏi và trả lời về cách đọc của 1 tên, 1 từ, 1 chữ Hán 

例：A: お名前は何と読みますか。（どうよみますか。） 

  B: 「でがわ」です。（出川） 

   （「でがわ」と読みます。） 

 ～は何
なん

と/どういういみですか。「～」です/「～」といういみです。 

●  Dùng khi hỏi và trả lời về ý nghĩa của 1 tên hoặc 1 chữ Hán 

例：A: この漢字
か ん じ

は何といういういみですか。（どういういみですか。） 

  B:  「新しい山 」です。（新山） 

  （「新しい山 」といういういみです。） 



    Một số tên người 

Tên Cách đọc Ý nghĩa 

九十九 つくも  

新山 にいやま あたらしいやま 

山下 やました やまのした 

小川 おがわ ちいさいかわ 

金田 かねだ かねの田
た

んぼ 

長山 ながやま ながいやま 

山上 やまがみ やまのうえ 

下山 しもやま したのやま 

山中 やまなか やまのなか 

秋山 あきやま あきのやま 

小林 こばやし ちいさいはやし 

大月 おおつき おおきいつき 

北川 きたがわ きたのがわ 

田中 たなか 田んぼのなか 

山本 やまもと やまのほん 

山口 やまぐち やまのぐち 

前田 まえだ まえの田んぼ 

石川 いしかわ いしのかわ 

 

 知
し

っています・知
し

りません。 

● Biết hay không biết về một việc gì đó. 

●    Khẳng định (biết): 知
し

っています  / Phủ định(không biết): 知
し

りません 



例：１．私は先生の電話番号
で ん わ ば ん ご う

○を知りません。 

  ２．A:山田さん○を知っていますか。 

   B: はい、知っています。 

      いいえ、しりません。 

 V-ている人  

● Mệnh đề định ngữ I ・ V-ている là mệnh đề phụ bổ nghĩa cho人 

●    Thể hiện đặc tính （động từ chuyển về thể て+いるひと) 

例：１．めがねをかけている人はランさんです。 

  ２．小林
こ ばや し

さんは 先生と話している人です。 

 ことばをふやしましょう 

友達
と も だ ち

の家族
か ぞ く

 自分
じ ぶ ん

の家族 ベトナム語 

おじいさん そ父 Ông 

おばあさん そ母 Bà 

お父さん 父 Bố 

お母さん 母 Mẹ 

おにいさん あに Anh 

おねえさん あね Chị 

いもうとさん いもうと Em gái 

おとうとさん おとうと Em trai 

ごりょうしん りょうしん Bố mẹ 

 



だい 2か： 

 V-ます＋ながら、～ 

● Diễn tả 2 hành động xảy ra đồng thời (vừa...vừa...). Trong đó, hành động ở vế 

2 thường là hành động chính 

例：１．音楽
お んが く

を聞きながら、べんきょしました。 

  ２．あにはアルバイトをしながら、大学でべんきょしています。 

 疑問詞
ぎ も ん し

＋でも～（～は từ để hỏi + でも V） 

● Từ để hỏi + cũng được (vd: cái gì cũng được, khi nào cũng được,...) 

●    Khi「どこで」 đi với「でも」  có thể lược bỏ「で」   

●    Trợ từ của từ để hỏi phụ thuộc vào động từ sau 「でも」 

例：１．私
わたし

は何でも食べることができます。 

  ２．A:明日
あ し た

何時に行きますか。 

    B: 何時
な ん じ

でもいいです。 

  ３．このかばんはどこ（で）でも買
か

うことができます。 

   ４．フォーのみせは、どこ○にでもあります。 

   ５．私はだれ○とでも友達
と も だ ち

になることができます。 

 ことばをふやしましょう 

とくに      : đặc biệt là 

ぐっすり  : ngủ say 



もともと  : nguyên là, vốn là 

いつか      : lúc nào đó 

すぐに      : ngay lập tức 

いつも      : lúc nào cũng 

だい 3か： 

   V-る前
まえ

に / V-た後
あ と

  で  

● Dùng để diễn đạt thời gian xảy ra hành động 

● V-る前に、～：hành động ở vế sau xảy ra trước 

● V-た後で、～：hành động ở vế sau xảy ra sau 

例：１．私はごはんを食べる前に、テレビを見ます。 

  ２．私はしゅくだいをした後でねます。 

 V-なければなりません。 

● Dùng để thể hiện nghĩa vụ, việc bắt buộc phải làm 

● Động từ chuyển sang thể ない＋ければなりません。 

例：1．ベトナムの女
おんな

の学生
がく せい

は アオザイをきなければなりません。 

２。としょうかんの本ですから、早
はや

くかえしなければなりません。 

  V-なくてもいいです。 

● Dùng để thể hiện việc không cần thiết phải thực hiện 1 hành động nào đó 

● Động từ chuyển sang thể ない＋くてもいいです。 



例：１．日曜日
に ち よ う び

ですから、早
はや

くおきなくてもいいです。 

  ２．このしゅくだいは出
だ

さなくてもいいです。 

 ことばをふやしましょう 

まず                 : đầu tiên (thường dùng trong văn nói) 

さいしょに    : đầu tiên (thường dùng trong văn viết) 

さい後に         : cuối cùng 

つぎに /  それから        : sau đó 

GIỚI HẠN: BÀI 1~ BÀI 3 

GỒM CÁC PHẦN: 

1.CHỮ HÁN 

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

3.NGỮ PHÁP 

4.ĐỌC HIỂU 

5.TỰ LUẬN  

I. TRẮC NGHIỆM: ( 32 câu - 8 điểm) 

II. TỰ LUẬN ( 4 câu - 2 điểm) 

Câu 1+2: dịch sang tiếng Nhật và tiếng Việt 

Câu 3+4: trả lời câu hỏi 

     

  



ĐỀ MINH HỌA 

Câu 1.けんさんは ベトナムのきってが 好きです。 

 A.分手     B. 切手     C.七手        D.刀手 

Câu 2.今朝、そ父とそ母は 家へ来ました。 

 A.こんあさ     B. きょう     C.ゆうべ           D.けさ 

Câu 3.日本語のテストのとき、えんぴつを使ってください。 

 A.かって     B. ならって   C. つかって   D.つくって 

Câu 4.あおいボールペンで書いてください。 

 A. 青い    B. 黒い    C.赤い         D.白い 

Câu 5.わたしの父は４０さいです。母は３８さいです。わたしは１６さいです。かぞくの

中でいちばん（     ）は、父です。 

 A. おとこ    B. おととし  C.ことし      D.としうえ 

Câu 6+7. あつくなった。もうすぐ 7 月だ。 

またあついなつが来る。ぼくは あついきせつ が 好きだ。 

夏は いつも山に のぼったり、海で およいだりするが、きょ年のなつは いそがしかっ

たから、どこへも行くことが できなかった。 

今年のなつは 7 月のはじめに うみへ行く。うみへ行って、およいだり、つりを したり 

したい。 

このあいだ、うみの近くのホテルをよやくした。 

Câu 6. もう 7 月になりました。 

A. 正しいです。                               B. 正しくないです。 

Câu 7. この人はなつが 好きです。 



A. 正しいです。    B. 正しくないです。 

Câu 8.わたしはくだものがだい好きです。（   ）ライチが好きです。 

A. すぐに    B. それに     C.とくに       D.いっしょに 

Câu 9.ぼくの（   ）は、うたをうたうことです。しょうらい、か手になりたいです。 

   A. きそく     B. じょうず   C.とくい      D.とくぎ 

Câu 10.かぎがありませんから、（      ）います。 

   A. かけて    B. えらんで  C. さがして     D. わかして 

Câu 11.テストの日にえんぴつをわすれました。とても（         ）。 

 A. とまりました   B. こまりました C.わすれました   D.まもりました 

Câu 12.テストのときは、正しい（      ）にすわってください。 

 A. せき      B. ようし    C.くみ       D.きそく 

Câu 13.ここにある本は（    ）（    ）（  ★  ）（    ）

できます。 

A.かりる     B. でも    C.ことが     D.どれ 

Câu 14. A：「金田」は、（     ）いみですかか。 

    B：金の田んぼです。 

 A. どちらの   B. どのぐらいの C.どういう    D.どこの 

Câu 15. A：「にいやま」はかん字で （        ）書きますか。 

     B：「あたらしいやま」とかいて、「にいやま」です。 

 A. どうして   B. どう    C.どのぐらい     D.なにか 

Câu 16.   A：このかたの名前は（      ）読みますか。 

    B：かねだです。 



A. 何と     B. 何か    C.何で           D.何を 

Câu 17. A：B さんは、山田さんを知っていますか。 

    B：いいえ、（           ）。 

 A. 知っていませんでした   C.知りません        

 B. 知りませんでした D.知っていません 

Câu 18. A：田中さんはどの人ですか。 

    B：今あそこでコーヒーを（            ）人です。 

  A. のんでいた    B. のんでいる C.のむ            D.のんだ 

Câu 19.ミンさんは、毎朝、バスに（               ）学校へ行きます。 

A.のって                 B.のりながら        C.のる        D.のった  

Câu 20. 大学生のとき、お金がありませんでしたから、アルバイト

を        、日本語をべんきょうしていました。 

A.しないで  B.しながら   C.した           D.する  

Câu 21.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  

Câu 22.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. 何が  

Câu 23.わたしは        ねられます。 

A. どこででも   B. 何へも       C. どこにも     D. いつか 

Câu 24. 日本人は、食じを       、「いただきます」と言います。 



A.しないで  B.する前に   C.しながら  D.した後で 

Câu 25.テストを…………………….、こたえをなおすことはできません。 

A.出した後で B.出す前に   C.出しながら     D.出すとき 

Câu 26.きのう、うんどう（    ）、シャワーをあびました。 

A. しながら  B.した前に    C. した後で    D.する後で 

Câu 27. A：テストの日に、とけいを（         ）。 

       B：いいえ、もって来てください。 

A.もって来なくてもいいですか         

C.もって来なければなりませんか   

B.もって来てもいいですか       

D.もって来ると思いますか 

Câu 28.マークシートテストですから、えんぴつを        。 

A. 使いません       C. 使わなければなりません   

B.使わなくてもいいです     D. 使わないでください 

Câu 29.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  C.きます    

B.きなくてもいいです   D.きてください 

Câu 30: スカーフを（    ）いる人はチーさんです。 

A．はいて   B. きて       C. はいって    D. して 



Câu 31+32.朝、アルバイトに行くとき、いつも おじいさんにあいます。（   ）分か

りません。おじいさんとはじめてあったとき、何も言いませんでした。つぎの朝、おじいさん

が「おはよう」と言いました。わたしはびっくりして、「おはようございます」と小さいこえで言

いました。 

それから、だんだん大きいこえで「おはようございます」と言うようになりました。

（    ）おじいさんも「おはよう」と大きいこえで言ってくれました。 

おじいさんとあってから 2 か月になりました。おじいさんは、あいさつのことばといっしょに

「さむいね」「元気だね」「がんばってね」と言いました。 

私は おじいさんにあうのが好きです。そして、元気になります。今日もがんばってアル

バイトをしようとおもいます。 

Câu 31.  

     A. 名前といえと    B.名前やいえや    

   C. 名前もいえも    D.名前にいえに 

Câu 32. A. しかし  B.すると     C. けれど    D.それに 

II. Phần tự luận: (2 điểm) 

A. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Nhật và tiếng Việt:  
1.  Người đang cắt dưa hấu đằng kia là cha của bạn Nam. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. フイさんはよくわらっています。明るい人です。 

 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Trả lời câu hỏi:  



1. あなたの学校では月よう日におとこの子は青いズボンをはいてもいいですか。 

.................................................................................................................................... 

2. テストが おわった後で、何をしますか。 

.................................................................................................................................... 

 

D. ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA 

I.TRẮC NGHIỆM: 

1 . B 2.  D 

 

3.  C 4. A 5.  D 6. B 7. A 8. C 

9. D 

 

10. C 11. B 12.A 13. A 14. C 15. B 16. A 

17. C 

 

18. B 19. A 20. B 21. B 22. B 23. A 24. B 

25. A 

 

26. C 27. A 28. C 29. B 30. D 31. C 32. B 

II.TỰ LUẬN: MẪU:  

A. 1.そちらで すいかをきっている人は ナムさんのおとうさんです。 

  2. Huy rất hay cười. Bạn ấy là một người rất vui tươi, sáng sủa. 

B.Trả lời câu hỏi:  

1. （例）いいえ、きなければなりません。 

2.（例）友だちとあそびに行きます。 


