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Mã đề thi 501

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 明日の 午前中に 新しい きかいの 使い方を 習う よていです。
A. ごぜんちゅう
B. ごごちゅ
C. ごごちゅう
D. ごぜんちゅ
Câu 2. 先生に いろいろ 教えて いただいたので、はやく 上手に なった。
A. じょうず
B. じょうずう
C. じようず
D. じよずう
Câu 3. ゆうびんきょくは 何時に 始まって、何時に 終わるか、知って いますか。
A. しまって
B. きまって
C. あやまって
D. はじまって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 4. 今日は 暑いですね。つめたい ＿＿＿は どうですか。
A. サラダ
B. ケーキ
C. スプーン
D. ジュース
Câu 5. 私は きのう きんじょの 大きい 犬に 手＿＿＿ かまれて しまいました。
A. は
B. を
C. が
D. に
Câu 6. 今、ベトナムでは、日本料理の レストランは ＿＿＿ あります。
A. だれでも
B. だれとも
C. どこででも
D. どこにでも
Câu 7. お正月休みが 始まって、子どもたちは ＿＿＿して います。
A. いらいら
B. すらすら
C. ぺこぺこ
D. うきうき
Câu 8. この けいざいの 本は 英語で ＿＿＿ います。
A. 書けて
B. 書いて
C. 書かせて
D. 書かれて
Câu 9. 私は どこででも ＿＿＿ ねる ことが できます。
A. はっきり
B. ぐっすり
C. びっくり
D. がっかり
Câu 10. ゆうべは 10 時まで 仕事で 会社に ＿＿＿ いました。
A. やって
B. ついて
C. のこって
D. むかって
Câu 11. 山田さんは きのう 来ると 言って いたので、きっと ＿＿＿。
A. 来そうです
B. 来るそうです
C. 来るみたいです
D. 来るでしょう
Câu 12.
山田：「何を 食べますか。」
田中：「私は てんぷら＿＿＿ します。」
A. が
B. と
C. に
D. を
Câu 13. 私が 今から ＿＿＿ とおりに、書いて ください。
A. 言った
B. 言う
C. 言って
D. 言おう
Câu 14. ＿＿＿が もらえませんから、アルバイトを しなければ なりません。
A. しょうたいじょう B. しょうがくきん
C. しょくぎょう
D. しょうひん
Câu 15.
田中：「来週 また 来ますよ。」
山田：「じゃ、＿＿＿ 時に もう 一度 そうだんしましょう。」
A. どの
B. その
C. あの
D. この
Câu 16. けんこうの ために、たばこを ＿＿＿ ください。
A. すった
B. すって
C. すう
D. すわないで
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Câu 17. ＿＿＿そうな レストランですから、入るのを やめましょう。
A. たかく
B. たか
C. たかかった
D. たかい
Câu 18. きのう 家に 帰ったら、大きな にもつ＿＿＿ とどいて いた。
A. で
B. へ
C. を
D. が
Câu 19. わすれないでね。かならず ＿＿＿を はってから、ポストに 入れてね。
A. 動物
B. 漢字
C. 名前
D. 切手
Câu 20. 前は だめでしたが、今は すこし 日本語が ＿＿＿ように なりました。
A. 話し
B. 話します
C. 話せる
D. 話す
Câu 21. こちらの 本は ＿＿＿に おとり ください。
A. きらい
B. ふべん
C. じゆう
D. じゃま
Câu 22. 私の 家は あの しんごう＿＿＿ わたって 右へ すこし 行った ところに あります。
A. へ
B. を
C. に
D. で
Câu 23.
田中：「この 薬は かならず 飲まなければ なりませんか。」
山田：「いいえ、いたく なかったら、＿＿＿。」
A. 飲まなければ なりません
B. 飲まなくても いいです
C. 飲んだ ほうが いいです
D. いつでも 飲んでも いいです
Câu 24. ニュースに よると、その じこで 死んだ 人は ＿＿＿そうです。
A. 50 人
B. 50 人だ
C. 50 人の
D. 50 人な
Câu 25. 来週 しゅっちょうで 日本へ ＿＿＿ ことに なりました。
A. 行こう
B. 行け
C. 行く
D. 行き
Câu 26. 電気が ＿＿＿から、山田さんは 家に いないかも しれません。
A. きえて みます
B. きえて います
C. きえて おきます D. きえて あります
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 27.
山田：｢ちこくして、すみませんでした。」
田中：｢＿＿＿。」
A. ええ、ちこくしそうでしたね
B. どういたしまして
C. ええ、じゃましましたね
D. つぎは 気を つけて くださいね
Câu 28.
田中：｢家へ 帰る 時、この 手紙を 出して ください。」
山田：｢＿＿＿。」
A. ああ、いいですよ。自分で 書いた ほうが いいですよ
B. ああ、いいですよ。ありがとう ございました
C. 分かりました。出して ください
D. 分かりました。テーブルに おいて おいて ください
Câu 29.
店員：｢M サイズしか ありませんが、よろしいですか。｣
おきゃくさん：｢＿＿＿。」
A. いいえ、どういたしまして
B. ええ、かしこまりました
C. ええ、かまいませんよ
D. いいえ、しつれいします
Câu 30.
山田：｢いっしょに 帰りませんか。」
田中：｢すみません。これを コピーしなければ なりませんから、＿＿＿。」
A. いって いらっしゃい
B. そろそろ しつれいします
C. また 今度 おねがいします
D. お先に どうぞ
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 31 đến câu 34.
日本へ 来て 一ばん たいへんだった ことは 病気を した ことでした。日本へ
来て 3 か月が すぎた ころでした。朝 起きたら、胃 （ 注 ） が いたくて 何も
(31) ＿＿＿。(32) ＿＿＿、よく 分かりませんでした。薬を 飲んで 会社へ 行きましたが、
午後に なると、もっと 悪く なりました。(33) ＿＿＿、いっしょに はたらいて いる
田中さんに 教えて もらって、近くの 病院へ 行きました。
お医者さんに「(34)＿＿＿ですよ。いい 薬を あげますから、すぐに なおりますよ」と
言われました。3 日ぐらい したら、なおりましたが、会社の 人たちに めいわくを
かけて しまいました。これからは、けんこうに 気を つける ように しようと
思いました。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

（注）胃：dạ dày
Câu 31.
A. 食べたく ありませんでした
C. 行きたく ありませんでした
Câu 32.
A. どう やって 胃が いたく なったか
C. どうして 胃が いたく なったのか
Câu 33.
A. それで
B. そして
Câu 34.
A. とても しんぱいしても かまわない
C. あまり しんぱいしないと よくない

B. はたらきたく ありませんでした
D. ねたく ありませんでした
B. どうして 胃が いたく なったのに
D. どう やって 胃が いたく なったのに
C. しかし

D. それに

B. とても しんぱいした ほうが いい
D. あまり しんぱいしなくても いい

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 35. まだ 病気を なおらないから、むりは しない ほうが いいですよ。
A

B

C

D

Câu 36. 先生は わらいながら、私の しつもんを ていねいに 答えて くださいました。
A

B

C

D

Câu 37. 日本人は 食事が 終わる 時、「ごちそうさまでした。」と 言います。
A

B

C

D

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 38. エレベーターが ないと、重い にもつを はこぶのは たいへんです。
A. 軽ぶ
B. 連ぶ
C. 運ぶ
D. 転ぶ
Câu 39. 友だちから えいがの チケットを 2 まい もらったんですが、いっしょに
見に 行きませんか。
A. 英画
B. 映画
C. 央画
D. 暎画
Câu 40. あの 人は 世界で ゆうめいな 歌手です。
A. 夕名
B. 夕明
C. 有名
D. 有明
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 41 đến câu 42.
私は 18 さいの 女子高校生です。来年、大学に 行きたいと 思って います。私の
しゅみは 写真を とる ことです。私の 住んで いる 町は 山の 中に あって
きれいな みずうみが あります。学校が 休みの 時は いつも 山や みずうみに
行って 写真を とって います。学校の 勉強は れきしが 好きです。大学では
れきしの 勉強を しようと 思って います。れきしの 時間に 勉強した 場所を
旅行して 写真を たくさん とるのが ゆめです。
私は こんな 女の 子です。同じ しゅみの 人、私と 友だちに なって ください。
下の 住所に 手紙を ください。同じぐらいの ねんれいの 人が いいです。よろしく
おねがいします。
（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）

Câu 41. この 人は なぜ この ぶんしょうを 書きましたか。
A. 大学に 行きたいから。
B. 友だちを 作りたいから。
C. 旅行が したいから。
D. 写真が とりたいから。
Câu 42. この 人は どんな 人ですか。
A. れきしの 勉強を して いる 人
B. 大学に 行って いる 人
C. よく 写真を とって いる 人
D. 友だちが たくさん いる 人
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 43. 休む 時、なるべく れんらくして ください。
A. 休む 時、ずっと れんらくして ください。
B. 休む 時、すぐ れんらくして ください。
C. 休む 時、できるだけ れんらくして ください。
D. 休む 時、やっと れんらくして ください。
Câu 44. 明日の 朝 6 時に 学校に 集まって ください。
A. 明日の 朝 6 時に 学校を 出て ください。
B. 明日の 朝 6 時に 学校を さんぽして ください。
C. 明日の 朝 6 時に 学校に 来て ください。
D. 明日の 朝 6 時に 学校で 勉強して ください。
Câu 45. 駅へ 行く バスは すいて います。
A. 駅へ 行く バスは 人が たくさん のって います。
B. 駅へ 行く バスは すぐ 来ます。
C. 駅へ 行く バスは なかなか 来ません。
D. 駅へ 行く バスは 人が あまり のって いません。
Câu 46. 山本さんは 日本の むかしばなしを 研究して います。
A. 山本さんの せんもんは 日本の れきしです。
B. 山本さんの せんもんは 日本の けいざいです。
C. 山本さんの せんもんは 日本の 文学です。
D. 山本さんの せんもんは 日本の 地理です。
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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.
今年の 夏、私は 家族で 山の 中に ある ホテルに とまりました。
駅から ホテルの 近くの バスていまで、バスで 2 時間いじょう かかりました。
バスていから ホテルまでは、ほそい 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、むすこは「テレビが
見たい。」「ゲームが したい。」と 言いました。しかし、この ホテルには どちらも
ありません。それから、れいぞうこも エアコンも ありません。この ホテルは
べんりでは ありませんでしたが、山や みずうみで いろいろな ことが できました。
へやに にもつを おいて まどを 開けると、みずうみから すずしい 風が 入って
きました。すこし 休んでから、まだ 明るかったので、さんぽに 出かけました。空気が
おいしくて、けしきも うつくしかったです。夜は ほしが とても きれいでした。
ホテルに いる 間は 毎日 みんなで さんぽを したり、みずうみで およいだり、
むしを とったり、ひるねを 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。こんな 生活も いいね。」と
話しながら、家に 帰りました。
（国際交流基金、2012 年、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社により）

Câu 47. この 人は どんな ホテルに とまりましたか。
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 ものが あって、べんりな ホテル
Câu 48. 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 のって、バスていから 2 時間いじょう 歩きました。
B. 駅から 30 分 バスていまで 歩いて、バスに 2 時間いじょう のりました。
C. 駅から 2時間いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。
D. 駅から 2時間近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。
Câu 49. ホテルに 着いてから、何を しましたか。
A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。
B. へやで すこし 休んでから、さんぽに 行きました。
C. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。
D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。
Câu 50. 「こんな 生活」と ありますが、どんな 生活ですか。
A. 山で あそんだり、ひるねを したり する 生活
B. ゲームを したり、むしを とったり する 生活
C. さんぽを したり、テレビを 見たり する 生活
D. おいしい ものを 食べて、何も しない 生活
------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。
A. 女かった
B. 好かった
C. 案かった
D. 安かった
Câu 2. りゅうがくの 時、病気に なって 1 か月ぐらい にゅういんして しまいました。
A. 人阮
B. 入阮
C. 人院
D. 入院
Câu 3. 9 時に しゅっぱつしますから、8 時半に 駅の 前に あつまって ください。
A. 進まって
B. 準まって
C. 焦まって
D. 集まって
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 かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。
A. おもって
B. いって
C. なって
D. はいって
Câu 5. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。
A. だいふ
B. だいふう
C. たいふ
D. たいふう
Câu 6. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。
A. まるい
B. ふるい
C. かるい
D. あかるい
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 7 đến câu 10.
私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を
読んで いる 人、ねて いる 人などで、(7)＿＿＿。私は、ゆうせんせき（注）の 前に 立って
いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。おじいさんは、
ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、かわって
くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が 聞こえなかったようです。
おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と
言いました。(8)＿＿＿ 高校生は、ゲームを つづけて いました。私は、いやな 気持ちで
電車に のって いました。ゆうせんせきは (9) ＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、
まわりに ゆうせんせきが ひつような 人が いないか どうか、いつも (10) ＿＿＿と
思います。
（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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên (dành cho người tàn tật, người già ...)
Câu 7.
A. すいて いました
C. すいて いたようです
Câu 8.
A. それなのに
B. たとえば
Câu 9.
A. だれも すわらなくても
C. だれが すわっても

B. こんで いました
D. こんで いたようです
C. すると

D. だから

B. だれも すわらない ほうが
D. だれは すわった ほうが
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Câu 10.
A. 気を つけなければ ならない
C. 気に ならなければ ならない

B. 気に しないで いい
D. 気が しても いい

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 11 đến câu 12.
4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 9 時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。じゅぎょうの
後は、よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に 帰ります。
友だちは 夜 おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。学校は
7 月 21 日までです。それから、夏休みに なります。後 １か月で 夏休みです。夏休みには、
友だちの チンさんと ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育により）

Câu 11. 何月に この 文を 書きましたか。
A. 4 月
B. 5 月
C. 6 月
Câu 12. ないようと 合って いるものは どれですか。
A. もう 夏休みです。
B. 毎日 9 時から 3 時まで ずっと 勉強して います。
C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。
D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。

D. 7 月

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 13 đến câu 16.
私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で
行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと
見る ことが できる。友たちに いそがされて （注）見たい ものが 見られないのは
とても ざんねんだ。
友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。
だれも 話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも
しれない。何か すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく
なる。その 時 そばに だれも いなかったら さびしいだろう。
しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った ことは
ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに
して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。
ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は
旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により）

（注）いそがす：thúc giục, giục giã
Câu 13. この 人は どんな 旅行が 好きですか。
A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行
B. 知らない 人と 行く 旅行
C. 友だちと 楽しく 行く 旅行
D. 一人で さびしく 行く 旅行
Câu 14. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。
A. 友だちと 話す
B. 近くの 人と 話す
C. 友だちに 手紙を 書く
D. 写真を とる
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Câu 15. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。
A. 旅行の ことが 思い出せる こと
B. 手紙が もらえる こと
C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと
D. 自分の 気持ちが つたえられる こと
Câu 16. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。
A. 友だちと 楽しく 話す こと
B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと
C. すばらしい けしきを 見る こと
D. 知らない 人と 話す こと
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 17. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。
A. レインコート
B. プロジェクター
C. アルバイト
D. プロジェクト
Câu 18.
山田：「さいふが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. おとしたみたいですよ
B. おちるそうですよ
C. おとしたかも しれませんよ
D. おちそうですよ
Câu 19. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。
A. なんさつ
B. なんまい
C. なんだい
D. なんぼん
Câu 20. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。
A. 上手で
B. 上手だ
C. 上手な
D. 上手
Câu 21. 友だち＿＿＿ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って
みました。
A. から
B. まで
C. は
D. が
Câu 22. 先週の 土よう日は どこ＿＿＿ 出かけませんでした。
A. かへ
B. までも
C. へも
D. でも
Câu 23. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。
A. はけなく
B. はけて
C. はいて
D. はかなく
Câu 24.
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」
山田：「いそがしいから、＿＿＿。」
A. 行けないかも しれません
B. 行って ほしく ありません
C. 行かなければ なりません
D. 行った ことが ありません
Câu 25. ジョンさんは 10 年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。
A. にこにこ
B. ぺこぺこ
C. うきうき
D. ぺらぺら
Câu 26. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。
A. いた
B. いない
C. いて
D. いる
Câu 27. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。
A. ちょうど
B. やっと
C. さっき
D. とうとう
Câu 28. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。
A. たんじょうびだった
B. たんじょうび
C. たんじょうびだ
D. たんじょうびな
Câu 29. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。
A. かんけい
B. せんもん
C. かんそう
D. どうぐ
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Câu 30.
山下：「いい 天気ですね。」
森田：「ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」
A. どんな
B. あんな
C. こんな
D. そんな
Câu 31. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。
A. いそがしいでも
B. いそがしても
C. いそがしでも
D. いそがしくても
Câu 32. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。
A. 飲みすぎて
B. 飲みだして
C. 飲みはじめて
D. 飲みおわって
Câu 33. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。
A. かたづける
B. 生まれる
C. そだてる
D. 考える
Câu 34. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。
A. ふべん
B. かんたん
C. べんり
D. じゃま
Câu 35. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。
A. 1 年中
B. 今日中
C. 家中
D. 学校中
Câu 36.
田中：「かれの えは すばらしかったよ。」
山田：「うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」
A. 有名な
B. 有名の
C. 有名だ
D. 有名
Câu 37. つかれたから、コーヒー＿＿＿ 飲みませんか。
A. が
B. まで
C. でも
D. と
Câu 38. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。
A. さわらないで
B. さわっては
C. さわれば
D. さわりますは
Câu 39. 友子さんは 友だちに「ともちゃん」と ニックネーム＿＿＿ よばれて います。
A. と
B. を
C. が
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.
Câu 40.
田中：「その りんご、大きくて、赤そうですね。」
A
B
山田：「ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」
C
D
Câu 41. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。
A

B

C

D

Câu 42. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。
A

B

C

D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 43. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。
A. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。
B. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。
C. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。
D. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。
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Câu 44. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。
A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。
B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。
C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。
D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。
Câu 45. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。
A. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。
B. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。
C. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。
D. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。
Câu 46. この 町は さいきん じんこうが ふえました。
A. この 町は さいきん 車が 多く なりました。
B. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。
C. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。
D. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 47.
田中：「あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」
山田：「＿＿＿。」
A. へえ、すごい。がんばってね
B. そうだよ。出ても いいよ
C. えっ、とても 上手だったね
D. そうだね。出た ほうが いいよ
Câu 48.
田中：「映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」
山田：「＿＿＿。」
A. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ
B. わるいけど、行かなければ ならない
C. わるいけど、まだ 行かないよ
D. ありがとう。じゃ、2 まい くれる
Câu 49.
山田：「お子さんの けがは どうですか。」
田中：「なかなか よく ならないんです。」
山田：「＿＿＿。」
A. どうぞ お元気で
B. それは いけませんね
C. おかげさまで
D. おめでとう ございます
Câu 50.
田中：「明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. ええ、かまいませんよ
B. ええ、よかったですね
C. ええ、たいへんですね
D. ええ、休ませても いいですよ
------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 少なくて
B. 小くて
C. 少くて
D. 小なくて
Câu 2. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 始まる
B. 妹まる
C. 好まる
D. 姉まる
Câu 3. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 島
B. 鳴
C. 馬
D. 鳥
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 4. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読んで
B. 読めて
C. 読ませて
D. 読まれて
Câu 5. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きそく
B. きせつ
C. きおん
D. きぶん
Câu 6. この ゲームは ＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. これ
B. ここ
C. こう
D. こちら
Câu 7. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わるく
B. わるくて
C. わるい
D. わる
Câu 8. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. コート
B. スーツ
C. スカート
D. アクセサリー
Câu 9. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを して います。
A. どきどき
B. うきうき
C. いらいら
D. すらすら
Câu 10. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. かざって
B. かけて
C. ならべて
D. うごかして
Câu 11. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待ったら
B. 待っても
C. 待って
D. 待つと
Câu 12. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習えて
B. 習って
C. 習わせて
D. 習われて
Câu 13.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. ひらがなで 書いても いいです
B. ひらがなで 書かなければ なりません
C. かならず 漢字で 書いて ください
D. 漢字を 書いても かまいません
Câu 14.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とれそうですよ
B. とれるそうですよ
C. とったかも しれませんよ
D. とったみたいですよ
Câu 15. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われる ことに しました
B. 行われる ことに なりました
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C. 行われる ように なりました
D. 行われて しまいました
Câu 16. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. けいたい
B. ようす
C. よてい
D. けんこう
Câu 17. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたんで
B. かんたんに
C. かんたんな
D. かんたん
Câu 18. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. だれ
B. なに
C. どれ
D. いつ
Câu 19.りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. が／が
B. も／も
C. か／か
D. は／は
Câu 20. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. ちょうど
B. ずっと
C. さっき
D. やっと
Câu 21. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. が
B. に
C. で
D. と
Câu 22. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間だ
B. 2 年間なん
C. 2 年間
D. 2 年間な
Câu 23. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べ
B. 食べる
C. 食べて
D. 食べた
Câu 24. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. けっこう
B. きらい
C. だめ
D. いや
Câu 25. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. は
B. の
C. に
D. を
Câu 26. 私は かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を 休んで しまいました。
A. で
B. が
C. に
D. の
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 27 đến câu 30.
私は はじめて 日本の 正月を けいけんした。
12 月 31 日は、まず、朝 9 時に 中山さんと 近くの スーパーに 行った。何も
買わなかったが、スーパーで おおぜいの 人が いつもより たくさんの 食料品を
買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31 日までに 作って、1 月 1 日から 3 日まで ずっと 食べる
しゅうかんが あるそうだ。でも、今では 1 月 1 日から レストランで 食事を する
人も いると 中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに 行こうと
する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの 外で
ならんで いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
前で 待って いる 時に さいふを ぬすまれる 人も いると 聞いたので、ぬすまれて
しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に あった。やっと
じんじゃに 入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 27. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。

見た。
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Câu 28. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた こと
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 29. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため
C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため
Câu 30. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると 分かりますか。
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん
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 31. 目が よくないので、いつも めがねを かけながら、新聞を 読みます。
A
B
C
D
Câu 32. 田中さんは 私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
Câu 33. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 34. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. とうしょかん
B. としょうかん
C. とうしょうかん
D. としょかん
Câu 35. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. はしって
B. とびって
C. うごって
D. あるって
Câu 36. ハノイは バイクが 多くて、道を わたるのは たいへんです。
A. おあくて
B. あおくて
C. おおくて
D. おおきくて
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 37 đến câu 38.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを して います。1 時間
はたらくと 900 円 もらえます。
アルバイトの 中で、一ばん たくさん お金が もらえるのは、道や ビルを 作るのを
てつだう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は とても たいへんで、
1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、学生は あまり
この アルバイトは やりません。また、図書館で 本を 貸す てつだいを する
仕事が あります。これは、すわって いる 仕事ですから かんたんなのですが、1 時間で
600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そんなに たいへんではないし、もらえる お金も
悪く ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）
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Câu 37. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。
Câu 38. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 39. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
B. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
C. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。
D. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
Câu 40. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
Câu 41. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
Câu 42. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
B. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
C. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
D. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 43.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. ええ、おかげさまで
B. ええ、おだいじに
C. いいえ、元気です
D. いいえ、だめです
Câu 44.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「＿＿＿。」
A. いいえ、てつだいましょう
B. いいえ、けっこうです
C. いいえ、ちがいます
D. いいえ、てつだって ください
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Câu 45.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
A. それは おめでとう ございます
B. それは たいへんですね
C. それは ざんねんですね
D. それは いいですね
Câu 46.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「＿＿＿。」
A. すみません。すぐ やります
B. いいえ、だめです
C. すみません。ちょっと こまります
D. はい、なおして ください
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
私は 日本語の 先生です。半年前から (47)＿＿＿ ちゅうきゅうクラスは、みんな
まじめで、休んだり ちこくを したり する 学生は (48)＿＿＿。でも、10 日ぐらい前から、
ミンさんが ときどき ちこくする ように なりました。「(49)＿＿＿ 」と ちゅういしても
なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だちの 学生が 私の そばに 来て、ちいさい 声で 言いました。
「先生、ミンちゃん、お母さんに なったんです。」ええっ！びっくりしました。「まだ
21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知って いるかしら。明日 ミンさんと
話を (50)＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。
「ねこの 赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて
いた 子ねこを 家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

Câu 47.
A. 教えた
B. 教える
Câu 48.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 49.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 50.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. 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. 工揚
B. 工陽
C. 工湯
D. 工場
Câu 2. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。
A. 丈好き
B. 犬好き
C. 大好き
D. 太好き
Câu 3. 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. 止まって
D. 正って
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 7.
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 4. 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 5. 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。
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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 6. 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 7. 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。
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 8. 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
A
B
よやくして ありました。
C
D
Câu 9. 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
A
B
C
帰って くるのが ずっと 待って います。
D
Câu 10. 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
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 11 đến câu 12.
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 11. 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 12. 「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。
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 13. 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 少なく なるそうです。
C. 新聞に よると、とうきょうの 人口は ふえて いるそうです。
D. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 多く なるそうです。
Câu 14. 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 とても 合うと 思います。
B. この 仕事は あなたに かんたんだと 思います。
C. この 仕事は あなたに ぜんぜん 合わないと 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 15. 山田さんは さいきん 元気が ありません。
A. 山田さんは いつも 元気が ありません。
B. 山田さんは この間 元気が ありません。
C. 山田さんは たいてい 元気が ありません。
D. 山田さんは このごろ 元気が ありません。
Câu 16. 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. どう やって 車を 運転するか 分かりません。
C. どんな 車を 運転するか 分かりません。
D. だれが 車を 運転するか 分かりません。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 17. 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. ゆめい
B. ゆめ
C. ゆうめ
D. ゆうめい
Câu 18. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。
A. しゅご
B. しゅごう
C. しゅうごう
D. しゅうご
Câu 19. 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. きく
B. つく
C. おく
D. いく
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 20.
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. 病気な
C. 病気の
D. 病気
Câu 21. 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. スポーツ
C. スピード
D. スタート
Câu 22.
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 23. 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. いらいら
C. ぺらぺら
D. ぺこぺこ
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Câu 24. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。
A. を
B. に
C. は
D. で
Câu 25. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。
A. あそこ
B. あんな
C. あれ
D. あちら
Câu 26. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。
A. 出る
B. 休む
C. やめる
D. やむ
Câu 27. いっしょうけんめい 勉強したら、来年の しけんに ＿＿＿。
A. ごうかくしないでしょう
B. ごうかくするでしょう
C. ごうかくするみたいです
D. ごうかくしないそうです
Câu 28. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。
A. あんしん
B. さんせい
C. たいへん
D. あんぜん
Câu 29. 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 30. 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. の
C. を
D. と
Câu 31. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。
A. わらわれます
B. わらいます
C. わらえます
D. わらわせます
Câu 32. 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. いくら
B. どこ
C. どんな
D. どうして
Câu 33. きのう 魚料理は とても ＿＿＿ので、半分だけ 食べられました。
A. 多いかった
B. 多い
C. 多く
D. 多かった
Câu 34. これから 今週の 計画と スケジュールを ごほうこく ＿＿＿。
A. くださいます
B. なさいます
C. いたします
D. いただきます
Câu 35. 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。
A. 楽しいみたいに
B. 楽しみたいに
C. 楽しそうに
D. 楽しいそうに
Câu 36. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。
A. を
B. に
C. が
D. は
Câu 37. ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。
A. ごみ
B. けしき
C. いし
D. もり
Câu 38. 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 39. 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. もともと
B. たいてい
C. ちょうど
D. とうとう
Câu 40. この 仕事は ＿＿＿が なかったら、ぜったい できません。
A. けいけん
B. けいざい
C. けいえい
D. けいさつ
Câu 41. 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. しか
B. で
C. も
D. だけ
Câu 42. 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. りゅうがくする
B. りゅうがくしよう C. りゅうがくした
D. りゅうがくして
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 43.
田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」
山田：「＿＿＿。」
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A. いいえ、後でも いいです
B. いいえ、はらって しまいます
C. はい、今 はらって いません
D. はい、いいです
Câu 44.
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」
田中：「＿＿＿。」
A. おつかれさま
B. よかったですね
C. もう だいじょうぶでしたか
D. どうしてですか
Câu 45.
山田：「どうぞ、お上がり ください。」
田中：「＿＿＿。」
A. ただいま
B. お帰りなさい
C. しつれいします
D. いらっしゃい
Câu 46.
田中：「その セーター、いい 色ですね。」
山田：「＿＿＿。」
A. わあ、そうですか。色が きれいじゃないんですが
B. へえ、そうですか。すみません
C. ほら、色が きれいじゃ ないんですが
D. ありがとう。先週 買ったんですよ
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
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 (47) ＿＿＿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 (48) ＿＿＿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。
(49) ＿＿＿、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、
(50) ＿＿＿ 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 47.
A. 始まるところです
C. 始めたそうです
Câu 48.
A. 集めに 行く
B. 集めに 行かない
Câu 49.
A. それに
B. それでも
Câu 50.
A. どの 花火が 一ばん きれいか
C. どの 花火も 一ばん きれいだ

B. 始まったそうです
D. 始めるところです。
C. 見に 行かない

D. 見に 行く

C. すると

D. だから

B. どの 花火が 一ばん 高い
D. どの 花火も 一ばん 高いか

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. とびって
B. うごって
C. あるって
D. はしって
Câu 2. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. とうしょかん
B. とうしょうかん
C. としょかん
D. としょうかん
Câu 3. ハノイは バイクが 多くて、道を わたるのは たいへんです。
A. おおきくて
B. おあくて
C. あおくて
D. おおくて
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 4. 田中さんは

私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
Câu 5. 目が よくないので、いつも めがねを かけながら、新聞を 読みます。
A
B
C
D
Câu 6. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 7.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
A. それは いいですね
B. それは たいへんですね
C. それは ざんねんですね
D. それは おめでとう ございます
Câu 8.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. いいえ、だめです
B. ええ、おかげさまで
C. いいえ、元気です
D. ええ、おだいじに
Câu 9.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「______。」
A. いいえ、てつだって ください
B. いいえ、けっこうです
C. いいえ、ちがいます
D. いいえ、てつだいましょう
Câu 10.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「______。」
A. すみません。すぐ やります
B. はい、なおして ください
C. すみません。ちょっと こまります
D. いいえ、だめです
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 11. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間なん
B. 2 年間な
C. 2 年間だ
D. 2 年間
Câu 12. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. と
B. で
C. が
D. に
Câu 13. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習われて
B. 習えて
C. 習って
D. 習わせて
Câu 14. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを
して います。
A. どきどき
B. すらすら
C. うきうき
D. いらいら
Câu 15. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたんで
B. かんたんな
C. かんたん
D. かんたんに
Câu 16. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. の
B. は
C. を
D. に
Câu 17. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. かけて
B. ならべて
C. かざって
D. うごかして
Câu 18. この ゲームは
＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. こちら
B. ここ
C. こう
D. これ
Câu 19.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とったかも しれませんよ
B. とったみたいですよ
C. とれそうですよ
D. とれるそうですよ
Câu 20. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. ようす
B. よてい
C. けいたい
D. けんこう
Câu 21. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われる ことに しました
B. 行われて しまいました
C. 行われる ことに なりました
D. 行われる ように なりました
Câu 22. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わるくて
B. わる
C. わるく
D. わるい
Câu 23. 私は かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を 休んで しまいました。
A. が
B. に
C. で
D. の
Câu 24. りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. は／は
B. も／も
C. が／が
D. か／か
Câu 25. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べ
B. 食べる
C. 食べた
D. 食べて
Câu 26. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. アクセサリー
B. スーツ
C. コート
D. スカート
Câu 27. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. だれ
B. どれ
C. いつ
D. なに
Câu 28. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きぶん
B. きそく
C. きせつ
D. きおん
Câu 29. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. ちょうど
B. さっき
C. やっと
D. ずっと
Câu 30. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. きらい
B. いや
C. だめ
D. けっこう
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Câu 31.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. かならず 漢字で 書いて ください
B. 漢字を 書いても かまいません
C. ひらがなで 書いても いいです
D. ひらがなで 書かなければ なりません
Câu 32. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読んで
B. 読めて
C. 読ませて
D. 読まれて
Câu 33. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待って
B. 待っても
C. 待つと
D. 待ったら
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 34. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 少なくて
B. 小くて
C. 少くて
D. 小なくて
Câu 35. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 姉まる
B. 好まる
C. 始まる
D. 妹まる
Câu 36. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 馬
B. 鳴
C. 島
D. 鳥
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 37 đến câu 40.
私は 日本語の 先生です。半年前から (37)＿＿＿ ちゅうきゅうクラスは、みんな
まじめで、休んだり ちこくを したり する 学生は (38)＿＿＿。でも、10 日ぐらい前から、
ミンさんが ときどき ちこくする ように なりました。「(39)＿＿＿ 」と ちゅういしても
なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だちの 学生が 私の そばに 来て、ちいさい 声で 言いました。
「先生、ミンちゃん、お母さんに なったんです。」ええっ！びっくりしました。「まだ
21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知って いるかしら。明日 ミンさんと
話を (40)＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。「ねこの
赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて いた
子ねこを 家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

Câu 37.
A. 教えた
B. 教える
Câu 38.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 39.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 40.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 41. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
B. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
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C. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
D. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
Câu 42. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
B. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。
C. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
D. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
Câu 43. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
Câu 44. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 45 đến câu 48.
私は はじめて 日本の 正月を けいけんした。
12 月 31 日は、まず、朝 9 時に 中山さんと 近くの スーパーに 行った。何も
買わなかったが、スーパーで おおぜいの 人が いつもより たくさんの 食料品を
買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31 日までに 作って、1 月 1 日から 3 日まで ずっと 食べる
しゅうかんが あるそうだ。でも、今では 1 月 1 日から レストランで 食事を する
人も いると 中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに 行こうと
する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの 外で
ならんで いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
前で 待って いる 時に さいふを ぬすまれる 人も いると 聞いたので、ぬすまれて
しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に あった。やっと じんじゃに
入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 45. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを 見た。
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。
Câu 46. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 47. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため

こと
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C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため
Câu 48. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん

分かりますか。

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 49 đến câu 50.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを して います。1 時間
はたらくと 900 円 もらえます。
アルバイトの 中で、一ばん たくさん お金が もらえるのは、道や ビルを 作るのを
てつだう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は とても たいへんで、
1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、学生は あまり
この アルバイトは やりません。また、図書館で 本を 貸す てつだいを する
仕事が あります。これは、すわって いる 仕事ですから かんたんなのですが、1 時間で
600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そんなに たいへんではないし、もらえる お金も
悪く ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）

Câu 49. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。
Câu 50. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 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. おく
B. きく
C. いく
D. つく
Câu 2. 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. ゆめ
B. ゆうめ
C. ゆうめい
D. ゆめい
Câu 3. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。
A. しゅうご
B. しゅご
C. しゅうごう
D. しゅごう
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 5.
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 4. 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 5. 「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) để điền vào chỗ trống, từ
câu 6 đến câu 9.
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 (6) ＿＿＿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 (7)＿＿＿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
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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。
(8)＿＿＿、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、
(9) ＿＿＿ 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 6.
A. 始まるところです
C. 始めたそうです
Câu 7.
A. 集めに 行く
B. 集めに 行かない
Câu 8.
A. それに
B. それでも
Câu 9.
A. どの 花火が 一ばん きれいか
C. どの 花火も 一ばん きれいだ

B. 始まったそうです
D. 始めるところです。
C. 見に 行かない

D. 見に 行く

C. すると

D. だから

B. どの 花火が 一ばん 高い
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 10 đến câu 13.
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 10. 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 11. 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。
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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 12. 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 13. 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。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 14. 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 ぜんぜん 合わないと 思います。
B. この 仕事は あなたに かんたんだと 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 15. 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 ふえて いるそうです。
B. 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。
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。
Câu 16. 山田さんは さいきん 元気が ありません。
A. 山田さんは このごろ 元気が ありません。
B. 山田さんは この間 元気が ありません。
C. 山田さんは いつも 元気が ありません。
D. 山田さんは たいてい 元気が ありません。
Câu 17. 車の 運転の し方が 分かりません。
A. どんな 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. どうして 車を 運転するか 分かりません。
D. どう やって 車を 運転するか 分かりません。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 18. 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. ごうかくするみたいです
C. ごうかくするでしょう
D. ごうかくしないでしょう
Câu 19. 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. とうとう
B. たいてい
C. ちょうど
D. もともと
Câu 20. 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. 多かった
C. 多く
D. 多いかった
Câu 21. 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. けいけん
C. けいざい
D. けいさつ
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Câu 22. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。
A. わらえます
B. わらわせます
C. わらいます
D. わらわれます
Câu 23. あぶないですから、あまり ＿＿＿を 出さないで ください。
A. スタート
B. スポーツ
C. スピード
D. スピーチ
Câu 24. 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。
A. 楽しそうに
B. 楽しみたいに
C. 楽しいそうに
D. 楽しいみたいに
Câu 25. 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. なさいます
C. いただきます
D. くださいます
Câu 26. 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. りゅうがくする
D. りゅうがくして
Câu 27. 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. ぺこぺこ
B. いらいら
C. すらすら
D. ぺらぺら
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. も
B. しか
C. で
D. だけ
Câu 29. 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. と
B. に
C. を
D. の
Câu 30. ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。
A. いし
B. もり
C. ごみ
D. けしき
Câu 31. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。
A. さんせい
B. あんしん
C. あんぜん
D. たいへん
Câu 32. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。
A. に
B. が
C. は
D. を
Câu 33. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。
A. に
B. は
C. を
D. で
Câu 34. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。
A. あちら
B. あんな
C. あれ
D. あそこ
Câu 35. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。
A. やむ
B. 出る
C. 休む
D. やめる
Câu 36. おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。
A. 飲み
B. 飲んだ
C. 飲め
D. 飲んで
Câu 37.
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 38. 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. どこ
B. いくら
C. どうして
D. どんな
Câu 39. 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. 少なくて
B. 少ない
C. 少な
D. 少なかった
Câu 40.
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
B. 病気な
C. 病気だ
D. 病気の
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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 41. 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 42. 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
A
B
C
ありました。
D
Câu 43. 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
A
B
C
帰って くるのが ずっと 待って います。
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 44.
田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. いいえ、後でも いいです
B. はい、今 はらって いません
C. いいえ、はらって しまいます
D. はい、いいです
Câu 45.
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. わあ、そうですか。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. ほら、色が きれいじゃ ないんですが
Câu 46.
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」
田中：「＿＿＿。」
A. もう だいじょうぶでしたか
B. よかったですね
C. どうしてですか
D. おつかれさま
Câu 47.
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. いらっしゃい
D. お帰りなさい
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 48. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。
A. 丈好き
B. 犬好き
C. 大好き
D. 太好き
Câu 49. 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. 工陽
C. 工場
D. 工揚
Câu 50. 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. 正って
C. 止まって
D. 正まって
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 明日の 午前中に 新しい きかいの 使い方を 習う よていです。
A. ごごちゅ
B. ごぜんちゅ
C. ごごちゅう
D. ごぜんちゅう
Câu 2. ゆうびんきょくは 何時に 始まって、何時に 終わるか、知って いますか。
A. はじまって
B. あやまって
C. きまって
D. しまって
Câu 3. 先生に いろいろ 教えて いただいたので、はやく 上手に なった。
A. じよずう
B. じょうず
C. じようず
D. じょうずう
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 4. 先生は わらいながら、私の しつもんを ていねいに 答えて くださいました。
A

B

C

D

Câu 5. まだ 病気を なおらないから、むりは しない ほうが いいですよ。
A

B

C

D

Câu 6. 日本人は 食事が 終わる 時、「ごちそうさまでした。」と 言います。
A

B

C

D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 7. 私が 今から ＿＿＿ とおりに、書いて ください。
A. 言う
B. 言った
C. 言おう
D. 言って
Câu 8.
田中：「この 薬は かならず 飲まなければ なりませんか。」
山田：「いいえ、いたく なかったら、＿＿＿。」
A. 飲まなくても いいです
B. いつでも 飲んでも いいです
C. 飲んだ ほうが いいです
D. 飲まなければ なりません
Câu 9.
田中：｢来週 また 来ますよ。」
山田：｢じゃ、＿＿＿ 時に もう 一度 そうだんしましょう。」
A. この
B. あの
C. その
D. どの
Câu 10. 私は きのう きんじょの 大きい 犬に 手＿＿＿ かまれて しまいました。
A. を
B. は
C. が
D. に
Câu 11. ゆうべは 10 時まで 仕事で 会社に ＿＿＿ いました。
A. むかって
B. ついて
C. のこって
D. やって
Câu 12. 前は だめでしたが、今は すこし 日本語が ＿＿＿ように なりました。
A. 話せる
B. 話します
C. 話す
D. 話し
Câu 13. ニュースに よると、その じこで 死んだ 人は ＿＿＿そうです。
A. 50 人な
B. 50 人
C. 50 人の
D. 50 人だ
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Câu 14. この けいざいの 本は 英語で ＿＿＿ います。
A. 書かせて
B. 書いて
C. 書かれて
D. 書けて
Câu 15. けんこうの ために、たばこを ＿＿＿ ください。
A. すった
B. すう
C. すわないで
D. すって
Câu 16. 今日は 暑いですね。つめたい ＿＿＿は どうですか。
A. ジュース
B. サラダ
C. ケーキ
D. スプーン
Câu 17. ＿＿＿が もらえませんから、アルバイトを しなければ なりません。
A. しょうがくきん
B. しょうたいじょう C. しょくぎょう
D. しょうひん
Câu 18. きのう 家に 帰ったら、大きな にもつ＿＿＿ とどいて いた。
A. へ
B. が
C. を
D. で
Câu 19.
山田：｢何を 食べますか。」
田中：｢私は てんぷら＿＿＿ します。」
A. と
B. が
C. に
D. を
Câu 20. 電気が ＿＿＿から、山田さんは 家に いないかも しれません。
A. きえて あります B. きえて みます
C. きえて います
D. きえて おきます
Câu 21. お正月休みが 始まって、子どもたちは ＿＿＿して います。
A. ぺこぺこ
B. いらいら
C. すらすら
D. うきうき
Câu 22. わすれないでね。かならず ＿＿＿を はってから、ポストに 入れてね。
A. 動物
B. 切手
C. 名前
D. 漢字
Câu 23. 私は どこででも ＿＿＿ ねる ことが できます。
A. びっくり
B. がっかり
C. はっきり
D. ぐっすり
Câu 24. 来週 しゅっちょうで 日本へ ＿＿＿ ことに なりました。
A. 行こう
B. 行く
C. 行け
D. 行き
Câu 25. 私の 家は あの しんごう＿＿＿ わたって 右へ すこし 行った ところに あります。
A. へ
B. で
C. に
D. を
Câu 26. ＿＿＿そうな レストランですから、入るのを やめましょう。
A. たかい
B. たかく
C. たか
D. たかかった
Câu 27. こちらの 本は ＿＿＿に おとり ください。
A. きらい
B. じゆう
C. ふべん
D. じゃま
Câu 28. 今、ベトナムでは、日本料理の レストランは ＿＿＿ あります。
A. だれでも
B. だれとも
C. どこででも
D. どこにでも
Câu 29. 山田さんは きのう 来ると 言って いたので、きっと ＿＿＿。
A. 来そうです
B. 来るそうです
C. 来るみたいです
D. 来るでしょう
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 30. 休む 時、なるべく れんらくして ください。
A. 休む 時、ずっと れんらくして ください。
B. 休む 時、すぐ れんらくして ください。
C. 休む 時、やっと れんらくして ください。
D. 休む 時、できるだけ れんらくして ください。
Câu 31. 山本さんは 日本の むかしばなしを 研究して います。
A. 山本さんの せんもんは 日本の 文学です。
B. 山本さんの せんもんは 日本の 地理です。
C. 山本さんの せんもんは 日本の れきしです。
D. 山本さんの せんもんは 日本の けいざいです。
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Câu 32. 駅へ 行く バスは すいて います。
A. 駅へ 行く バスは なかなか 来ません。
B. 駅へ 行く バスは すぐ 来ます。
C. 駅へ 行く バスは 人が あまり のって いません。
D. 駅へ 行く バスは 人が たくさん のって います。
Câu 33. 明日の 朝 6 時に 学校に 集まって ください。
A. 明日の 朝 6 時に 学校を 出て ください。
B. 明日の 朝 6 時に 学校で 勉強して ください。
C. 明日の 朝 6 時に 学校を さんぽして ください。
D. 明日の 朝 6 時に 学校に 来て ください。
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 34. 友だちから えいがの チケットを 2 まい もらったんですが、いっしょに
見に 行きませんか。
A. 央画
B. 映画
C. 暎画
D. 英画
Câu 35. あの 人は 世界で ゆうめいな 歌手です。
A. 夕名
B. 夕明
C. 有明
D. 有名
Câu 36. エレベーターが ないと、重い にもつを はこぶのは たいへんです。
A. 連ぶ
B. 運ぶ
C. 転ぶ
D. 軽ぶ
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 37 đến câu 40.
今年の 夏、私は 家族で 山の 中に ある ホテルに とまりました。
駅から ホテルの 近くの バスていまで、バスで 2 時間いじょう かかりました。
バスていから ホテルまでは、ほそい 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、むすこは「テレビが
見たい。」「ゲームが したい。」と 言いました。しかし、この ホテルには どちらも
ありません。それから、れいぞうこも エアコンも ありません。この ホテルは
べんりでは ありませんでしたが、山や みずうみで いろいろな ことが できました。
へやに にもつを おいて まどを 開けると、みずうみから すずしい 風が
入って きました。すこし 休んでから、まだ 明るかったので、さんぽに 出かけました。
空気が おいしくて、けしきも うつくしかったです。夜は ほしが とても きれいでした。
ホテルに いる 間は 毎日 みんなで さんぽを したり、みずうみで およいだり、
むしを とったり、ひるねを 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。こんな 生活も いいね。」と
話しながら、家に 帰りました。
（国際交流基金、2012 年、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社により）

Câu 37. この 人は どんな ホテルに とまりましたか。
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 ものが あって、べんりな ホテル
Câu 38. 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 のって、バスていから 2 時間いじょう 歩きました。
B. 駅から 30 分 バスていまで 歩いて、バスに 2 時間いじょう のりました。
C. 駅から 2時間いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。
D. 駅から 2時間近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。
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Câu 39. ホテルに 着いてから、何を しましたか。
A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。
B. へやで すこし 休んでから、さんぽに 行きました。
C. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。
D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。
Câu 40. 「こんな 生活」と ありますが、どんな 生活ですか。
A. 山で あそんだり、ひるねを したり する 生活
B. ゲームを したり、むしを とったり する 生活
C. さんぽを したり、テレビを 見たり する 生活
D. おいしい ものを 食べて、何も しない 生活
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 41 đến câu 42.
私は 18 さいの 女子高校生です。来年、大学に 行きたいと 思って います。私の
しゅみは 写真を とる ことです。私の 住んで いる 町は 山の 中に あって
きれいな みずうみが あります。学校が 休みの 時は いつも 山や みずうみに
行って 写真を とって います。学校の 勉強は れきしが 好きです。大学では
れきしの 勉強を しようと 思って います。れきしの 時間に 勉強した 場所を
旅行して 写真を たくさん とるのが ゆめです。
私は こんな 女の 子です。同じ しゅみの 人、私と 友だちに なって ください。
下の 住所に 手紙を ください。同じぐらいの ねんれいの 人が いいです。よろしく
おねがいします。
（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）

Câu 41. この 人は なぜ この ぶんしょうを 書きましたか。
A. 大学に 行きたいから。
B. 友だちを 作りたいから。
C. 旅行が したいから。
D. 写真が とりたいから。
Câu 42. この 人は どんな 人ですか。
A. れきしの 勉強を して いる 人
B. 大学に 行って いる 人
C. よく 写真を とって いる 人
D. 友だちが たくさん いる 人
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 43.
店員：｢M サイズしか ありませんが、よろしいですか。｣
おきゃくさん：｢＿＿＿。」
A. いいえ、どういたしまして
B. ええ、かまいませんよ
C. いいえ、しつれいします
D. ええ、かしこまりました
Câu 44.
田中：｢家へ 帰る 時、この 手紙を 出して ください。」
山田：｢＿＿＿。」
A. 分かりました。出して ください
B. 分かりました。テーブルに おいて おいて ください
C. ああ、いいですよ。自分で 書いた ほうが いいですよ
D. ああ、いいですよ。ありがとう ございました
Câu 45.
山田：｢ちこくして、すみませんでした。」
田中：｢＿＿＿。」
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A. ええ、じゃましましたね
B. ええ、ちこくしそうでしたね
C. どういたしまして
D. つぎは 気を つけて くださいね
Câu 46.
山田：｢いっしょに 帰りませんか。」
田中：｢すみません。これを コピーしなければ なりませんから、＿＿＿。」
A. いって いらっしゃい
B. そろそろ しつれいします
C. また 今度 おねがいします
D. お先に どうぞ
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
日本へ 来て 一ばん たいへんだった ことは 病気を した ことでした。日本へ
来て 3 か月が すぎた ころでした。朝 起きたら、胃 （ 注 ） が いたくて 何も
(47)＿＿＿。(48)＿＿＿、よく 分かりませんでした。薬を 飲んで 会社へ 行きましたが、
午後に なると、もっと 悪く なりました。(49)＿＿＿、いっしょに はたらいて いる
田中さんに 教えて もらって、近くの 病院へ 行きました。
お医者さんに「(50)＿＿＿ですよ。いい 薬を あげますから、すぐに なおりますよ」と
言われました。3 日ぐらい したら、なおりましたが、会社の 人たちに めいわくを
かけて しまいました。これからは、けんこうに 気を つける ように しようと
思いました。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

（注）胃：dạ dày
Câu 47.
A. 食べたく ありませんでした
C. 行きたく ありませんでした
Câu 48.
A. どう やって 胃が いたく なったか
C. どうして 胃が いたく なったのか
Câu 49.
A. それで
B. そして
Câu 50.
A. とても しんぱいしても かまわない
C. あまり しんぱいしないと よくない

B. はたらきたく ありませんでした
D. ねたく ありませんでした
B. どうして 胃が いたく なったのに
D. どう やって 胃が いたく なったのに
C. しかし

D. それに

B. とても しんぱいした ほうが いい
D. あまり しんぱいしなくても いい

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。
A. だいふ
B. たいふ
C. だいふう
D. たいふう
Câu 2. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。
A. あかるい
B. まるい
C. かるい
D. ふるい
Câu 3. この かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。
A. はいって
B. おもって
C. なって
D. いって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 4. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。
A. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。
B. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。
C. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。
D. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。
Câu 5. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。
A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。
B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。
C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。
D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。
Câu 6. この 町は さいきん じんこうが ふえました。
A. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。
B. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。
C. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。
D. この 町は さいきん 車が 多く なりました。
Câu 7. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。
A. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。
B. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。
C. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。
D. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 8 đến câu 11.
私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で
行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと
見る ことが できる。友たちに いそがされて（注）見たい ものが 見られないのは
とても ざんねんだ。
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友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。
だれも 話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも
しれない。何か すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく
なる。その 時 そばに だれも いなかったら さびしいだろう。
しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った
ことは ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに
して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。
ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は
旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により）

（注）いそがす：thúc giục, giục giã
Câu 8. この 人は どんな 旅行が 好きですか。
A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行
B. 知らない 人と 行く 旅行
C. 友だちと 楽しく 行く 旅行
D. 一人で さびしく 行く 旅行
Câu 9. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。
A. 友だちと 話す
B. 近くの 人と 話す
C. 友だちに 手紙を 書く
D. 写真を とる
Câu 10. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。
A. 旅行の ことが 思い出せる こと
B. 手紙が もらえる こと
C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと
D. 自分の 気持ちが つたえられる こと
Câu 11. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。
A. 友だちと 楽しく 話す こと
B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと
C. すばらしい けしきを 見る こと
D. 知らない 人と 話す こと
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 12. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。
A
B
C
D
Câu 13.
田中：「その りんご、大きくて、赤そうですね。」
A
B
山田：「ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」
C
D
Câu 14. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。
A

B

C

D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 15.
田中：「かれの えは すばらしかったよ。」
山田：「うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」
A. 有名の
B. 有名
C. 有名だ
D. 有名な
Câu 16. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。
A. ふべん
B. べんり
C. じゃま
D. かんたん
Câu 17. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。
A. 生まれる
B. 考える
C. かたづける
D. そだてる
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Câu 18.
山田：「さいふが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. おちそうですよ
B. おちるそうですよ
C. おとしたかも しれませんよ
D. おとしたみたいですよ
Câu 19. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。
A. せんもん
B. かんけい
C. どうぐ
D. かんそう
Câu 20. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。
A. 飲みおわって
B. 飲みはじめて
C. 飲みすぎて
D. 飲みだして
Câu 21. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。
A. いる
B. いた
C. いて
D. いない
Câu 22. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。
A. プロジェクト
B. アルバイト
C. レインコート
D. プロジェクター
Câu 23. ジョンさんは 10 年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。
A. にこにこ
B. ぺらぺら
C. うきうき
D. ぺこぺこ
Câu 24. 友だち＿＿＿ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って
みました。
A. は
B. まで
C. が
D. から
Câu 25. つかれたから、コーヒー＿＿＿ 飲みませんか。
A. まで
B. が
C. でも
D. と
Câu 26. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。
A. なんまい
B. なんぼん
C. なんだい
D. なんさつ
Câu 27. 先週の 土よう日は どこ＿＿＿ 出かけませんでした。
A. までも
B. かへ
C. でも
D. へも
Câu 28. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。
A. たんじょうびだ
B. たんじょうびだった
C. たんじょうび
D. たんじょうびな
Câu 29. 友子さんは 友だちに「ともちゃん」と ニックネーム＿＿＿ よばれて います。
A. と
B. で
C. が
D. を
Câu 30. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。
A. はいて
B. はかなく
C. はけて
D. はけなく
Câu 31.
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」
山田：「いそがしいから、＿＿＿。」
A. 行かなければ なりません
B. 行けないかも しれません
C. 行った ことが ありません
D. 行って ほしく ありません
Câu 32. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。
A. ちょうど
B. やっと
C. さっき
D. とうとう
Câu 33. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。
A. 家中
B. 1 年中
C. 今日中
D. 学校中
Câu 34. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。
A. いそがしいでも
B. いそがしくても
C. いそがしても
D. いそがしでも
Câu 35. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。
A. 上手だ
B. 上手な
C. 上手
D. 上手で
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Câu 36.
山下：「いい 天気ですね。」
森田：「ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」
A. あんな
B. どんな
C. そんな
Câu 37. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。
A. さわっては
B. さわりますは
C. さわらないで

D. こんな
D. さわれば

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 38 đến câu 39.
4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 9 時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。じゅぎょうの
後は、よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に 帰ります。
友だちは 夜 おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。
学校は 7 月 21 日までです。それから、夏休みに なります。後 １か月で 夏休みです。
夏休みには、友だちの チンさんと ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育により）

Câu 38. 何月に この 文を 書きましたか。
A. 4 月
B. 5 月
C. 6 月
Câu 39. ないようと 合って いるものは どれですか。
A. もう 夏休みです。
B. 毎日 9 時から 3 時まで ずっと 勉強して います。
C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。
D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。

D. 7 月

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 40 đến câu 43.
私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を
読んで いる 人、ねて いる 人などで、(40) ＿＿＿。私は、ゆうせんせき（注）の 前に
立って いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。
おじいさんは、ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、
かわって くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が
聞 こ え な か っ た よ う で す 。 おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、
「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と 言いました。(41) ＿＿＿ 高校生は、ゲームを
つづけて いました。私は、いやな 気持ちで 電車に のって いました。ゆうせんせきは
(42) ＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、まわりに ゆうせんせきが ひつような
人が いないか どうか、いつも (43) ＿＿＿と 思います。
（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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên (dành cho người tàn tật, người già ...)
Câu 40.
A. すいて いました
C. すいて いたようです
Câu 41.
A. それなのに
B. たとえば
Câu 42.
A. だれも すわらなくても
C. だれが すわっても

B. こんで いました
D. こんで いたようです
C. すると

D. だから

B. だれも すわらない ほうが
D. だれは すわった ほうが
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Câu 43.
A. 気を つけなければ ならない
C. 気に ならなければ ならない

B. 気に しないで いい
D. 気が しても いい

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 44.
田中：「明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. ええ、休ませても いいですよ
B. ええ、よかったですね
C. ええ、たいへんですね
D. ええ、かまいませんよ
Câu 45.
山田：「お子さんの けがは どうですか。」
田中：「なかなか よく ならないんです。」
山田：「＿＿＿。」
A. どうぞ お元気で
B. それは いけませんね
C. おかげさまで
D. おめでとう ございます
Câu 46.
田中：「あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」
山田：「＿＿＿。」
A. えっ、とても 上手だったね
B. そうだね。出た ほうが いいよ
C. へえ、すごい。がんばってね
D. そうだよ。出ても いいよ
Câu 47.
田中：「映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」
山田：「＿＿＿。」
A. ありがとう。じゃ、2 まい くれる
B. わるいけど、まだ 行かないよ
C. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ
D. わるいけど、行かなければ ならない
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 48. 9 時に しゅっぱつしますから、8 時半に 駅の 前に あつまって ください。
A. 集まって

B. 焦まって

C. 準まって

D. 進まって

Câu 49. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。
A. 案かった

B. 安かった

C. 女かった

D. 好かった

Câu 50. りゅうがくの 時、病気に なって 1 か月ぐらい にゅういんして しまいました。
A. 入阮

B. 入院

C. 人阮

D. 人院

------------------------ HẾT ------------------------
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Họ, tên thí sinh: ...........................................................................
Số báo danh: ................................................................................

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 1. あの 人は 世界で ゆうめいな 歌手です。
A. 夕明
B. 有明
C. 有名
D. 夕名
Câu 2. 友だちから えいがの チケットを 2 まい もらったんですが、いっしょに
見に 行きませんか。
A. 暎画
B. 英画
C. 央画
D. 映画
Câu 3. エレベーターが ないと、重い にもつを はこぶのは たいへんです。
A. 運ぶ
B. 連ぶ
C. 軽ぶ
D. 転ぶ
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 4. 駅へ 行く バスは すいて います。
A. 駅へ 行く バスは すぐ 来ます。
B. 駅へ 行く バスは 人が あまり のって いません。
C. 駅へ 行く バスは なかなか 来ません。
D. 駅へ 行く バスは 人が たくさん のって います。
Câu 5. 山本さんは 日本の むかしばなしを 研究して います。
A. 山本さんの せんもんは 日本の けいざいです。
B. 山本さんの せんもんは 日本の れきしです。
C. 山本さんの せんもんは 日本の 地理です。
D. 山本さんの せんもんは 日本の 文学です。
Câu 6. 明日の 朝 6 時に 学校に 集まって ください。
A. 明日の 朝 6 時に 学校で 勉強して ください。
B. 明日の 朝 6 時に 学校を 出て ください。
C. 明日の 朝 6 時に 学校を さんぽして ください。
D. 明日の 朝 6 時に 学校に 来て ください。
Câu 7. 休む 時、なるべく れんらくして ください。
A. 休む 時、やっと れんらくして ください。
B. 休む 時、ずっと れんらくして ください。
C. 休む 時、できるだけ れんらくして ください。
D. 休む 時、すぐ れんらくして ください。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 8.
店員：「M サイズしか ありませんが、よろしいですか。」
おきゃくさん：「＿＿＿。」
A. ええ、かしこまりました
B. ええ、かまいませんよ
C. いいえ、しつれいします
D. いいえ、どういたしまして
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Câu 9.
山田：「いっしょに 帰りませんか。」
田中：「すみません。これを コピーしなければ なりませんから、＿＿＿。」
A. そろそろ しつれいします
B. いって いらっしゃい
C. お先に どうぞ
D. また 今度 おねがいします
Câu 10.
山田：「ちこくして、すみませんでした。」
田中：「＿＿＿。」
A. つぎは 気を つけて くださいね
B. ええ、ちこくしそうでしたね
C. どういたしまして
D. ええ、じゃましましたね
Câu 11.
田中：「家へ 帰る 時、この 手紙を 出して ください。」
山田：「＿＿＿。」
A. ああ、いいですよ。自分で 書いた ほうが いいですよ
B. ああ、いいですよ。ありがとう ございました
C. 分かりました。出して ください
D. 分かりました。テーブルに おいて おいて ください
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 12. ゆうびんきょくは 何時に 始まって、何時に 終わるか、知って いますか。
A. あやまって
B. きまって
C. しまって
D. はじまって
Câu 13. 明日の 午前中に 新しい きかいの 使い方を 習う よていです。
A. ごぜんちゅう
B. ごごちゅう
C. ごごちゅ
D. ごぜんちゅ
Câu 14. 先生に いろいろ 教えて いただいたので、はやく 上手に なった。
A. じょうずう
B. じよずう
C. じようず
D. じょうず
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 15. 今日は 暑いですね。つめたい ＿＿＿は どうですか。
A. スプーン
B. ジュース
C. ケーキ
D. サラダ
Câu 16. 私は どこででも ＿＿＿ ねる ことが できます。
A. がっかり
B. びっくり
C. ぐっすり
D. はっきり
Câu 17. けんこうの ために、たばこを ＿＿＿ ください。
A. すって
B. すう
C. すった
D. すわないで
Câu 18.
山田：「何を 食べますか。」
田中：「私は てんぷら＿＿＿ します。」
A. が
B. を
C. に
D. と
Câu 19. ニュースに よると、その じこで 死んだ 人は ＿＿＿そうです。
A. 50 人
B. 50 人の
C. 50 人な
D. 50 人だ
Câu 20. この けいざいの 本は 英語で ＿＿＿ います。
A. 書けて
B. 書かれて
C. 書かせて
D. 書いて
Câu 21.
田中：「この 薬は かならず 飲まなければ なりませんか。」
山田：「いいえ、いたく なかったら、＿＿＿。」
A. 飲まなくても いいです
B. いつでも 飲んでも いいです
C. 飲んだ ほうが いいです
D. 飲まなければ なりません
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Câu 22. お正月休みが 始まって、子どもたちは ＿＿＿して います。
A. すらすら
B. いらいら
C. ぺこぺこ
D. うきうき
Câu 23. わすれないでね。かならず ＿＿＿を はってから、ポストに 入れてね。
A. 動物
B. 名前
C. 切手
D. 漢字
Câu 24.
田中：「来週 また 来ますよ。」
山田：「じゃ、＿＿＿ 時に もう 一度 そうだんしましょう。」
A. この
B. その
C. あの
D. どの
Câu 25. 電気が ＿＿＿から、山田さんは 家に いないかも しれません。
A. きえて います
B. きえて あります C. きえて みます
D. きえて おきます
Câu 26. 山田さんは きのう 来ると 言って いたので、きっと ＿＿＿。
A. 来るでしょう
B. 来るみたいです
C. 来そうです
D. 来るそうです
Câu 27. きのう 家に 帰ったら、大きな にもつ＿＿＿ とどいて いた。
A. へ
B. を
C. が
D. で
Câu 28. 今、ベトナムでは、日本料理の レストランは ＿＿＿ あります。
A. だれとも
B. だれでも
C. どこにでも
D. どこででも
Câu 29. ゆうべは 10 時まで 仕事で 会社に ＿＿＿ いました。
A. のこって
B. ついて
C. やって
D. むかって
Câu 30. ＿＿＿が もらえませんから、アルバイトを しなければ なりません。
A. しょくぎょう
B. しょうたいじょう C. しょうがくきん
D. しょうひん
Câu 31. 私は きのう きんじょの 大きい 犬に 手＿＿＿ かまれて しまいました。
A. は
B. に
C. が
D. を
Câu 32. 来週 しゅっちょうで 日本へ ＿＿＿ ことに なりました。
A. 行け
B. 行く
C. 行き
D. 行こう
Câu 33. 前は だめでしたが、今は すこし 日本語が ＿＿＿ように なりました。
A. 話す
B. 話せる
C. 話します
D. 話し
Câu 34. こちらの 本は ＿＿＿に おとり ください。
A. じゆう
B. ふべん
C. じゃま
D. きらい
Câu 35. ＿＿＿そうな レストランですから、入るのを やめましょう。
A. たかく
B. たかかった
C. たかい
D. たか
Câu 36. 私が 今から ＿＿＿ とおりに、書いて ください。
A. 言って
B. 言った
C. 言おう
D. 言う
Câu 37. 私の 家は あの しんごう＿＿＿ わたって 右へ すこし 行った ところに あります。
A. で
B. へ
C. に
D. を
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 38 đến câu 41.
日本へ 来て 一ばん たいへんだった ことは 病気を した ことでした。日本へ
来て 3 か月が すぎた ころでした。朝 起きたら、胃 （ 注 ） が いたくて 何も
(38)＿＿＿。(39)＿＿＿、よく 分かりませんでした。薬を 飲んで 会社へ 行きましたが、
午後に なると、もっと 悪く なりました。(40)＿＿＿、いっしょに はたらいて いる
田中さんに 教えて もらって、近くの 病院へ 行きました。
お医者さんに「(41)＿＿＿ですよ。いい 薬を あげますから、すぐに なおりますよ」と
言われました。3 日ぐらい したら、なおりましたが、会社の 人たちに めいわくを
かけて しまいました。これからは、けんこうに 気を つける ように しようと
思いました。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

（注）胃：dạ dày
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Câu 38.
A. 食べたく ありませんでした
C. 行きたく ありませんでした
Câu 39.
A. どう やって 胃が いたく なったか
C. どうして 胃が いたく なったのか
Câu 40.
A. それで
B. そして
Câu 41.
A. とても しんぱいしても かまわない
C. あまり しんぱいしないと よくない

B. はたらきたく ありませんでした
D. ねたく ありませんでした
B. どうして 胃が いたく なったのに
D. どう やって 胃が いたく なったのに
C. しかし

D. それに

B. とても しんぱいした ほうが いい
D. あまり しんぱいしなくても いい

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 42 đến câu 45.
今年の 夏、私は 家族で 山の 中に ある ホテルに とまりました。
駅から ホテルの 近くの バスていまで、バスで 2 時間いじょう かかりました。
バスていから ホテルまでは、ほそい 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、むすこは「テレビが
見たい。」「ゲームが したい。」と 言いました。しかし、この ホテルには どちらも
ありません。それから、れいぞうこも エアコンも ありません。この ホテルは
べんりでは ありませんでしたが、山や みずうみで いろいろな ことが できました。
へやに にもつを おいて まどを 開けると、みずうみから すずしい 風が 入って
きました。すこし 休んでから、まだ 明るかったので、さんぽに 出かけました。空気が
おいしくて、けしきも うつくしかったです。夜は ほしが とても きれいでした。
ホテルに いる 間は 毎日 みんなで さんぽを したり、みずうみで およいだり、
むしを とったり、ひるねを 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。こんな 生活も いいね。」と
話しながら、家に 帰りました。
（国際交流基金、2012 年、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社により）

Câu 42. この 人は どんな ホテルに とまりましたか。
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 ものが あって、べんりな ホテル
Câu 43. 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 のって、バスていから 2 時間いじょう 歩きました。
B. 駅から 30 分 バスていまで 歩いて、バスに 2 時間いじょう のりました。
C. 駅から 2時間いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。
D. 駅から 2時間近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。
Câu 44. ホテルに 着いてから、何を しましたか。
A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。
B. へやで すこし 休んでから、さんぽに 行きました。
C. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。
D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。
Câu 45. 「こんな 生活」と ありますが、どんな 生活ですか。
A. 山で あそんだり、ひるねを したり する 生活
B. ゲームを したり、むしを とったり する 生活
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C. さんぽを したり、テレビを 見たり する 生活
D. おいしい ものを 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 46. 日本人は 食事が 終わる 時、「ごちそうさまでした。」と 言います。
A
B
C
D
Câu 47. まだ 病気を なおらないから、むりは しない ほうが いいですよ。
A
B
C
D
Câu 48. 先生は わらいながら、私の しつもんを ていねいに 答えて くださいました。
A
B
C
D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 49 đến câu 50.
私は 18 さいの 女子高校生です。来年、大学に 行きたいと 思って います。私の
しゅみは 写真を とる ことです。私の 住んで いる 町は 山の 中に あって
きれいな みずうみが あります。学校が 休みの 時は いつも 山や みずうみに
行って 写真を とって います。学校の 勉強は れきしが 好きです。大学では
れきしの 勉強を しようと 思って います。れきしの 時間に 勉強した 場所を
旅行して 写真を たくさん とるのが ゆめです。
私は こんな 女の 子です。同じ しゅみの 人、私と 友だちに なって ください。
下の 住所に 手紙を ください。同じぐらいの ねんれいの 人が いいです。よろしく
おねがいします。
（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）

Câu 49. この 人は なぜ この ぶんしょうを 書きましたか。
A. 大学に 行きたいから。
B. 友だちを 作りたいから。
C. 旅行が したいから。
D. 写真が とりたいから。
Câu 50. この 人は どんな 人ですか。
A. れきしの 勉強を して いる 人
B. 大学に 行って いる 人
C. よく 写真を とって いる 人
D. 友だちが たくさん いる 人
------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. りゅうがくの 時、病気に なって 1 か月ぐらい にゅういんして しまいました。
A. 人院
B. 人阮
C. 入阮
D. 入院
Câu 2. 9 時に しゅっぱつしますから、8 時半に 駅の 前に あつまって ください。
A. 集まって
B. 焦まって
C. 進まって
D. 準まって
Câu 3. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。
A. 女かった
B. 好かった
C. 案かった
D. 安かった
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 4. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。
A. なんまい
B. なんだい
C. なんぼん
D. なんさつ
Câu 5. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。
A. はけて
B. はけなく
C. はいて
D. はかなく
Câu 6. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。
A. いそがしくても
B. いそがしても
C. いそがしでも
D. いそがしいでも
Câu 7.
田中：「かれの えは すばらしかったよ。」
山田：「うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」
A. 有名
B. 有名な
C. 有名だ
D. 有名の
Câu 8. 先週の 土よう日は どこ＿＿＿ 出かけませんでした。
A. へも
B. でも
C. までも
D. かへ
Câu 9. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。
A. かんたん
B. じゃま
C. ふべん
D. べんり
Câu 10. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。
A. 学校中
B. 1 年中
C. 家中
D. 今日中
Câu 11. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。
A. かたづける
B. そだてる
C. 考える
D. 生まれる
Câu 12. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。
A. プロジェクト
B. アルバイト
C. プロジェクター
D. レインコート
Câu 13. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。
A. いない
B. いた
C. いて
D. いる
Câu 14.
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」
山田：「いそがしいから、＿＿＿。」
A. 行かなければ なりません
B. 行って ほしく ありません
C. 行った ことが ありません
D. 行けないかも しれません
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Câu 15. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。
A. かんそう
B. どうぐ
C. かんけい
D. せんもん
Câu 16. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。
A. さわりますは
B. さわれば
C. さわっては
D. さわらないで
Câu 17.
山田：「さいふが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. おとしたみたいですよ
B. おちるそうですよ
C. おとしたかも しれませんよ
D. おちそうですよ
Câu 18. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。
A. 上手な
B. 上手だ
C. 上手で
D. 上手
Câu 19. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。
A. たんじょうびな
B. たんじょうびだ
C. たんじょうびだった
D. たんじょうび
Câu 20. ジョンさんは 10 年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。
A. ぺらぺら
B. うきうき
C. にこにこ
D. ぺこぺこ
Câu 21. 友子さんは 友だちに「ともちゃん」と ニックネーム＿＿＿ よばれて います。
A. を
B. で
C. と
D. が
Câu 22. つかれたから、コーヒー＿＿＿ 飲みませんか。
A. でも
B. まで
C. と
D. が
Câu 23. 友だち＿＿＿ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って
みました。
A. が
B. まで
C. から
D. は
Câu 24.
山下：「いい 天気ですね。」
森田：「ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」
A. そんな
B. あんな
C. どんな
D. こんな
Câu 25. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。
A. 飲みすぎて
B. 飲みはじめて
C. 飲みだして
D. 飲みおわって
Câu 26. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。
A. さっき
B. とうとう
C. ちょうど
D. やっと
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 27 đến câu 28.
4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 9 時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。
じ ゅ ぎ ょ う の 後は、よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に
帰ります。友だちは 夜 おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。
学校は 7 月 21 日までです。それから、夏休みに なります。後 １か月で 夏休みです。
夏休みには、友だちの チンさんと ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育により）

Câu 27. 何月に この 文を 書きましたか。
A. 4 月
B. 5 月
C. 6 月

D. 7 月
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Câu 28. ないようと 合って いるものは どれですか。
A. もう 夏休みです。
B. 毎日 9 時から 3 時まで ずっと 勉強して います。
C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。
D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。
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 29. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。
A
B
C
D
Câu 30. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。
A
B
C
D
Câu 31.
田中：「その りんご、大きくて、赤そうですね。」
A
B
山田：「ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」
C
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 32. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。
A. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。
B. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。
C. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。
D. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。
Câu 33. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。
A. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。
B. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。
C. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。
D. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。
Câu 34. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。
A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。
B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。
C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。
D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。
Câu 35. この 町は さいきん じんこうが ふえました。
A. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。
B. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。
C. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。
D. この 町は さいきん 車が 多く なりました。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 36. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。
A. だいふ
B. たいふ
C. たいふう
D. だいふう
Câu 37. この かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。
A. おもって
B. はいって
C. なって
D. いって
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Câu 38. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。
A. まるい
B. かるい
C. ふるい
D. あかるい
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 39 đến câu 42.
私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で
行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと 見る
ことが できる。友 た ち に い そ が さ れ て （ 注 ） 見 た い も の が 見 ら れ な い の は
とても ざんねんだ。
友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。
だれも 話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも
しれない。何か すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく
なる。その 時 そばに だれも いなかったら さびしいだろう。
しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った
ことは ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに
して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。
ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は
旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により）

（注）いそがす：thúc giục, giục giã
Câu 39. この 人は どんな 旅行が 好きですか。
A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行
B. 知らない 人と 行く 旅行
C. 友だちと 楽しく 行く 旅行
D. 一人で さびしく 行く 旅行
Câu 40. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。
A. 友だちと 話す
B. 近くの 人と 話す
C. 友だちに 手紙を 書く
D. 写真を とる
Câu 41. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。
A. 旅行の ことが 思い出せる こと
B. 手紙が もらえる こと
C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと
D. 自分の 気持ちが つたえられる こと
Câu 42. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。
A. 友だちと 楽しく 話す こと
B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと
C. すばらしい けしきを 見る こと
D. 知らない 人と 話す こと
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 43.
田中：「映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」
山田：「＿＿＿。」
A. わるいけど、まだ 行かないよ
B. ありがとう。じゃ、2 まい くれる
C. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ
D. わるいけど、行かなければ ならない
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Câu 44.
田中：「あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」
山田：「＿＿＿。」
A. そうだよ。出ても いいよ
B. そうだね。出た ほうが いいよ
C. へえ、すごい。がんばってね
D. えっ、とても 上手だったね
Câu 45.
田中：「明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. ええ、休ませても いいですよ
B. ええ、たいへんですね
C. ええ、よかったですね
D. ええ、かまいませんよ
Câu 46.
山田：「お子さんの けがは どうですか。」
田中：「なかなか よく ならないんです。」
山田：「＿＿＿。」
A. おめでとう ございます
B. どうぞ お元気で
C. おかげさまで
D. それは いけませんね
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を
読んで いる 人、ねて いる 人などで、(47) ＿＿＿。私は、ゆうせんせき （ 注） の 前に
立って いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。
おじいさんは、ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、
かわって くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が
聞こ え なか った よ うです 。 おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、
「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と 言いました。(48) ＿＿＿ 高 校 生 は 、
ゲームを つづけて いました。私は、いやな 気持ちで 電車に のって いました。
ゆうせんせきは (49) ＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、まわりに ゆうせんせきが
ひつような 人が いないか どうか、いつも (50) ＿＿＿と 思います。
（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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên (dành cho người tàn tật, người già ...)
Câu 47.
A. すいて いました
C. すいて いたようです
Câu 48.
A. それなのに
B. たとえば
Câu 49.
A. だれも すわらなくても
C. だれが すわっても
Câu 50.
A. 気を つけなければ ならない
C. 気に ならなければ ならない

B. こんで いました
D. こんで いたようです
C. すると

D. だから

B. だれも すわらない ほうが
D. だれは すわった ほうが
B. 気に しないで いい
D. 気が しても いい

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. としょかん
B. とうしょうかん
C. としょうかん
D. とうしょかん
Câu 2. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. うごって
B. はしって
C. とびって
D. あるって
Câu 3. ハノイは バイクが 多くて、道を わたるのは たいへんです。
A. おあくて
B. あおくて
C. おおきくて
D. おおくて
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 4. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
Câu 5. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
Câu 6. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。
B. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
C. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
D. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
Câu 7. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
B. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
C. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
D. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 8. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わるくて
B. わる
C. わるく
D. わるい
Câu 9. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きそく
B. きおん
C. きぶん
D. きせつ
Câu 10. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間な
B. 2 年間だ
C. 2 年間
D. 2 年間なん
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Câu 11. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたんな
B. かんたん
C. かんたんに
D. かんたんで
Câu 12. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. スーツ
B. コート
C. アクセサリー
D. スカート
Câu 13.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とれそうですよ
B. とったかも しれませんよ
C. とったみたいですよ
D. とれるそうですよ
Câu 14. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読まれて
B. 読んで
C. 読めて
D. 読ませて
Câu 15. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べた
B. 食べ
C. 食べて
D. 食べる
Câu 16. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待っても
B. 待ったら
C. 待つと
D. 待って
Câu 17. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. いや
B. けっこう
C. だめ
D. きらい
Câu 18. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. かけて
B. かざって
C. うごかして
D. ならべて
Câu 19. この ゲームは
＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. ここ
B. こちら
C. こう
D. これ
Câu 20. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習われて
B. 習えて
C. 習わせて
D. 習って
Câu 21. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われて しまいました
B. 行われる ことに なりました
C. 行われる ことに しました
D. 行われる ように なりました
Câu 22. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. を
B. に
C. は
D. の
Câu 23. りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. か／か
B. は／は
C. が／が
D. も／も
Câu 24. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. やっと
B. ずっと
C. さっき
D. ちょうど
Câu 25. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. だれ
B. いつ
C. なに
D. どれ
Câu 26. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. に
B. と
C. が
D. で
Câu 27.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. 漢字を 書いても かまいません
B. かならず 漢字で 書いて ください
C. ひらがなで 書かなければ なりません D. ひらがなで 書いても いいです
Câu 28. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを
して います。
A. いらいら
B. うきうき
C. すらすら
D. どきどき
Câu 29. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. けんこう
B. ようす
C. けいたい
D. よてい
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Câu 30. 私は
A. で

かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を
B. の

休んで
C. が

しまいました。
D. に

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 31.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. ええ、おかげさまで
B. いいえ、だめです
C. ええ、おだいじに
D. いいえ、元気です
Câu 32.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
A. それは たいへんですね
B. それは おめでとう ございます
C. それは ざんねんですね
D. それは いいですね
Câu 33.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「＿＿＿。」
A. いいえ、てつだいましょう
B. いいえ、けっこうです
C. いいえ、てつだって ください
D. いいえ、ちがいます
Câu 34.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「＿＿＿。」
A. はい、なおして ください
B. いいえ、だめです
C. すみません。すぐ やります
D. すみません。ちょっと こまります
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 35. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 少くて
B. 小なくて
C. 少なくて
D. 小くて
Câu 36. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 妹まる
B. 始まる
C. 姉まる
D. 好まる
Câu 37. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 島
B. 鳴
C. 鳥
D. 馬
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 38 đến câu 41.
私は 日本語の 先生です。半年前から (38)＿＿＿ ちゅうきゅうクラスは、みんな
まじめで、休んだり ちこくを したり する 学生は (39)＿＿＿。でも、10 日ぐらい前から、
ミンさんが ときどき ちこくする ように なりました。「(40)＿＿＿ 」と ちゅういしても
なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だちの 学生が 私の そばに 来て、ちいさい 声で 言いました。
「先生、ミンちゃん、お母さんに なったんです。」ええっ！びっくりしました。「まだ
21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知って いるかしら。明日 ミンさんと
話を (41)＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。「ねこの
赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて いた
子ねこを 家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）
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Câu 38.
A. 教えた
B. 教える
Câu 39.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 40.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 41.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 42 đến câu 43.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを して います。1 時間
はたらくと 900 円 もらえます。
アルバイトの 中で、一ばん たくさん お金が もらえるのは、道や ビルを 作るのを
てつだう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は とても たいへんで、
1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、学生は あまり
この アルバイトは やりません。また、図書館で 本を 貸す てつだいを する
仕事が あります。これは、すわって いる 仕事ですから かんたんなのですが、1 時間で
600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そんなに たいへんではないし、もらえる お金も
悪く ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）

Câu 42. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。
Câu 43. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 44 đến câu 47.
私は はじめて 日本の 正月を けいけんした。
12 月 31 日は、まず、朝 9 時に 中山さんと 近くの スーパーに 行った。何も
買わなかったが、スーパーで おおぜいの 人が いつもより たくさんの 食料品を
買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31 日までに 作って、1 月 1 日から 3 日まで ずっと 食べる
しゅうかんが あるそうだ。でも、今では 1 月 1 日から レストランで 食事を する
人も いると 中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに 行こうと
する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの 外で
ならんで いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
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前で 待って いる 時に さいふを ぬすまれる 人も いると 聞いたので、ぬすまれて
しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に あった。やっと じんじゃに
入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 44. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを 見た。
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。
Câu 45. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた こと
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 46. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため
C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため
Câu 47. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると 分かりますか。
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん
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. 目が
A

よくないので、いつも
B

めがねを
C

かけながら、新聞を
D

読みます。

Câu 49. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
Câu 50. 田中さんは 私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。
A. しゅごう
B. しゅうご
C. しゅうごう
D. しゅご
Câu 2. 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. ゆめ
B. ゆめい
C. ゆうめ
D. ゆうめい
Câu 3. 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
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 4. 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 5. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。
A. 大好き
B. 太好き
C. 丈好き
D. 犬好き
Câu 6. 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. 工揚
B. 工湯
C. 工陽
D. 工場
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 7. 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. いくら
C. どこ
D. どんな
Câu 8. ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。
A. けしき
B. いし
C. ごみ
D. もり
Câu 9. 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. たいてい
B. とうとう
C. ちょうど
D. もともと
Câu 10. 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
Câu 11. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。
A. やめる
Câu 12.

B. 休む

C. やむ

D. 出る

山下：「今日は 自分の 車で 来ました。」
田中：「じゃ、おさけを ＿＿＿。」
A. 飲まなければ なりませんね
B. 飲んでも いいですね
C. 飲まなくても いいですね

D. 飲んでは いけませんね
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Câu 13. 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. の
C. と
D. を
Câu 14.
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. 病気な
C. 病気
D. 病気の
Câu 15. あぶないですから、あまり ＿＿＿を 出さないで ください。
A. スピード
B. スポーツ
C. スピーチ
D. スタート
Câu 16. 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. りゅうがくする
B. りゅうがくしよう C. りゅうがくした
D. りゅうがくして
Câu 17. 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。
A. 楽しいそうに
B. 楽しいみたいに
C. 楽しみたいに
D. 楽しそうに
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. ぺらぺら
B. いらいら
C. ぺこぺこ
D. すらすら
Câu 19. おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。
A. 飲んだ
B. 飲み
C. 飲め
D. 飲んで
Câu 20. 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
B. 少ない
C. 少なかった
D. 少なくて
Câu 21. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。
A. あそこ
B. あちら
C. あれ
D. あんな
Câu 22. 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. も
B. だけ
C. で
D. しか
Câu 23. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。
A. に
B. は
C. を
D. が
Câu 24. いっしょうけんめい 勉強したら、来年の しけんに ＿＿＿。
A. ごうかくしないでしょう
B. ごうかくするでしょう
C. ごうかくしないそうです
D. ごうかくするみたいです
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 ＿＿＿。
A. わらわれます
B. わらえます
C. わらわせます
D. わらいます
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. 多いかった
B. 多かった
C. 多い
D. 多く
Câu 27. この 仕事は ＿＿＿が なかったら、ぜったい できません。
A. けいけん
B. けいえい
C. けいざい
D. けいさつ
Câu 28. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。
A. で
B. に
C. を
D. は
Câu 29. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。
A. さんせい
B. たいへん
C. あんぜん
D. あんしん
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 30 đến câu 33.
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
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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 30. 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 31. 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。
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 32. 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 33. 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。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 34 đến câu 35.
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
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Câu 34. 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 35. 「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。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 36.
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」
田中：「＿＿＿。」
A. もう だいじょうぶでしたか
B. おつかれさま
C. どうしてですか
D. よかったですね
Câu 37.
田中：「その セーター、いい 色ですね。」
山田：「＿＿＿。」
A. わあ、そうですか。色が きれいじゃないんですが
B. へえ、そうですか。すみません
C. ほら、色が きれいじゃ ないんですが
D. ありがとう。先週 買ったんですよ
Câu 38.
山田：「どうぞ、お上がり ください。」
田中：「＿＿＿。」
A. お帰りなさい
B. ただいま
C. しつれいします
D. いらっしゃい
Câu 39.
田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. はい、いいです
B. いいえ、後でも いいです
C. いいえ、はらって しまいます
D. はい、今 はらって いません
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 40 đến câu 43.
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 (40) ＿＿＿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 (41) ＿＿＿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。
(42) ＿＿＿、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、(43) ＿＿＿ 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...)
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Câu 40.
A. 始まるところです
C. 始めたそうです
Câu 41.
A. 集めに 行く
B. 集めに 行かない
Câu 42.
A. それに
B. それでも
Câu 43.
A. どの 花火が 一ばん きれいか
C. どの 花火も 一ばん きれいだ

B. 始まったそうです
D. 始めるところです。
C. 見に 行かない

D. 見に 行く

C. すると

D. だから

B. どの 花火が 一ばん 高い
D. どの 花火も 一ばん 高いか

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 44. 車の 運転の し方が 分かりません。
A. だれが 車を 運転するか 分かりません。
B. どう やって 車を 運転するか 分かりません。
C. どんな 車を 運転するか 分かりません。
D. どうして 車を 運転するか 分かりません。
Câu 45. 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 むずかしいと 思います。
D. この 仕事は あなたに とても 合うと 思います。
Câu 46. 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 少なく なるそうです。
B. 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。
C. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 多く なるそうです。
D. 新聞に よると、とうきょうの 人口は ふえて いるそうです。
Câu 47. 山田さんは さいきん 元気が ありません。
A. 山田さんは このごろ 元気が ありません。
B. 山田さんは いつも 元気が ありません。
C. 山田さんは たいてい 元気が ありません。
D. 山田さんは この間 元気が ありません。
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. 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 49. 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
A
B
C
ありました。
D
Câu 50. 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
A
B
C
帰って くるのが ずっと 待って います。
D
------------------------ HẾT -----------------------Trang 5/5 - Mã đề thi 512
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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 1. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 鳴
B. 鳥
C. 島
D. 馬
Câu 2. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 小くて
B. 少くて
C. 小なくて
D. 少なくて
Câu 3. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 始まる
B. 妹まる
C. 好まる
D. 姉まる
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 4. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
Câu 5. 目が よくないので、いつも めがねを かけながら、新聞を 読みます。
A
B
C
D
Câu 6. 田中さんは 私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 7.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. いいえ、元気です
B. ええ、おかげさまで
C. いいえ、だめです
D. ええ、おだいじに
Câu 8.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「______。」
A. すみません。ちょっと こまります
B. すみません。すぐ やります
C. いいえ、だめです
D. はい、なおして ください
Câu 9.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「______。」
A. いいえ、てつだいましょう
B. いいえ、てつだって ください
C. いいえ、けっこうです
D. いいえ、ちがいます
Câu 10.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
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A. それは
C. それは

たいへんですね
いいですね

B. それは ざんねんですね
D. それは おめでとう ございます

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 11. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
Câu 12. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
B. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
C. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
D. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
Câu 13. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
Câu 14. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
B. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。
C. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
D. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 15 đến câu 16.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを
はたらくと 900 円 もらえます。

して

います。1 時間

アルバイトの 中で、一 ば ん た く さ ん お 金 が も ら え る の は 、 道 や ビルを
作るのを てつ だう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は
とても たいへんで、1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、
学生は あまり この アルバイトは や り ま せ ん 。 ま た 、 図 書 館 で 本 を 貸す
てつだいを する 仕 事 が あ り ま す 。 こ れ は 、 す わ っ て い る 仕 事 で す か ら
かんたんなのですが、1 時間で 600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そ ん な に た い へ ん で は な い し 、 も ら え る
お金も 悪く ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）

Câu 15. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。

Trang 2/5 - Mã đề thi 513

Câu 16. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 17. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習わせて
B. 習えて
C. 習われて
D. 習って
Câu 18. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待っても
B. 待って
C. 待つと
D. 待ったら
Câu 19. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたん
B. かんたんに
C. かんたんな
D. かんたんで
Câu 20.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とれるそうですよ
B. とったみたいですよ
C. とれそうですよ
D. とったかも しれませんよ
Câu 21. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. だめ
B. けっこう
C. きらい
D. いや
Câu 22. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間な
B. 2 年間
C. 2 年間なん
D. 2 年間だ
Câu 23. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. の
B. に
C. は
D. を
Câu 24. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きおん
B. きぶん
C. きそく
D. きせつ
Câu 25. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. よてい
B. けんこう
C. けいたい
D. ようす
Câu 26. 私は かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を 休んで しまいました。
A. が
B. の
C. に
D. で
Câu 27. りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. は／は
B. が／が
C. か／か
D. も／も
Câu 28. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われる ことに しました
B. 行われる ように なりました
C. 行われる ことに なりました
D. 行われて しまいました
Câu 29. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. どれ
B. なに
C. だれ
D. いつ
Câu 30. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べる
B. 食べ
C. 食べた
D. 食べて
Câu 31. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. で
B. に
C. と
D. が
Câu 32. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. アクセサリー
B. スーツ
C. スカート
D. コート
Câu 33. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. さっき
B. やっと
C. ちょうど
D. ずっと
Câu 34. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わるく
B. わる
C. わるくて
D. わるい
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Câu 35. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを
して います。
A. すらすら
B. どきどき
C. いらいら
D. うきうき
Câu 36.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. 漢字を 書いても かまいません
B. かならず 漢字で 書いて ください
C. ひらがなで 書かなければ なりません D. ひらがなで 書いても いいです
Câu 37. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読んで
B. 読まれて
C. 読めて
D. 読ませて
Câu 38. この ゲームは
＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. これ
B. こちら
C. ここ
D. こう
Câu 39. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. うごかして
B. かざって
C. かけて
D. ならべて
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 40 đến câu 43.
私は

はじめて

日本の

正月を

けいけんした。

12 月 31 日は、まず、朝 9 時に 中山さんと 近くの スーパーに 行った。
何も 買わな かっ たが、ス ーパーで おおぜいの 人が い つもより たくさんの
食料品を 買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31 日までに 作って、1 月 1 日から 3 日まで ずっと 食べる しゅうかんが
あるそうだ。で も 、今 で は 1 月 1 日 から レス トラ ン で 食事 を する 人 も
いると 中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに
行こうと する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの
外で ならんで いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
前で 待 っ て い る 時 に さ いふ を ぬ す ま れ る 人 も い る と 聞 い た の で 、
ぬすまれて しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に
あった。やっと じんじゃに 入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 40. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを 見た。
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。
Câu 41. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 42. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため
C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため

こと
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Câu 43. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん

分かりますか。

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 44. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. うごって
B. とびって
C. あるって
D. はしって
Câu 45. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. としょうかん
B. としょかん
C. とうしょかん
D. とうしょうかん
Câu 46. ハノイは バイクが 多くて、道を わたるのは たいへんです。
A. おあくて
B. あおくて
C. おおきくて
D. おおくて
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
私は 日本語の 先生です。半年 前から (47) ＿＿＿
ちゅうきゅうクラスは、
みんな まじめで、休んだり ちこくを したり する 学生は (48) ＿＿＿。でも、
10 日ぐらい 前から、 ミンさんが ときど き ちこくす る ように なりました。
「(49) ＿＿＿ 」と ちゅういしても なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だ ち の 学生 が 私の そ ば に 来 て 、ちい さ い 声で
言いました。「先生、ミンちゃん、お母さんに なったんです。」ええっ！びっくりしました。
「まだ 21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知 っ て い る か し ら 。 明 日
ミンさんと 話を (50)＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。
「ねこの 赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて いた
子ねこを 家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

Câu 47.
A. 教えた
B. 教える
Câu 48.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 49.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 50.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. 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 2. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。
A. 太好き
B. 犬好き
C. 丈好き
D. 大好き
Câu 3. 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
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 5.
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 4. 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 5. 「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。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 6. 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 7. 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
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Câu 8. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。
A. が
B. を
C. は
D. に
Câu 9. 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 10. 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 11.
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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 21. 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
Câu 22. 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 23. 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 24.
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 25. 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 26. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。
A. で
B. を
C. は
D. に
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Câu 27. 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
Câu 28. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。
A. 休む
B. やめる
C. やむ
D. 出る
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 29 đến câu 32.
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 (29)＿＿＿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 (30)＿＿＿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。(31)＿＿＿、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、(32)＿＿＿ 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 29.
A. 始まるところです
C. 始めたそうです
Câu 30.
A. 集めに 行く
B. 集めに 行かない
Câu 31.
A. それに
B. それでも
Câu 32.
A. どの 花火が 一ばん きれいか
C. どの 花火も 一ばん きれいだ

B. 始まったそうです
D. 始めるところです。
C. 見に 行かない

D. 見に 行く

C. すると

D. だから

B. どの 花火が 一ばん 高い
D. どの 花火も 一ばん 高いか

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 33.
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」
田中：「＿＿＿。」
A. もう だいじょうぶでしたか
B. おつかれさま
C. よかったですね
D. どうしてですか
Câu 34.
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 35.
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
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Câu 36.
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
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 37 đến câu 40.
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 37. 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 38. 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。
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 39. 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 40. 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。
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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。
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 41. 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
A
B
C
ありました。
D
Câu 42. 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 43. 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
A
B
C
帰って くるのが ずっと 待って います。
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 44. 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 45. 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。
Câu 46. 山田さんは さいきん 元気が ありません。
A. 山田さんは このごろ 元気が ありません。
B. 山田さんは たいてい 元気が ありません。
C. 山田さんは いつも 元気が ありません。
D. 山田さんは この間 元気が ありません。
Câu 47. 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) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 48. 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 49. 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 50. 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
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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 1. あの 人は 世界で ゆうめいな 歌手です。
A. 有名
B. 有明
C. 夕名
D. 夕明
Câu 2. エレベーターが ないと、重い にもつを はこぶのは たいへんです。
A. 転ぶ
B. 運ぶ
C. 連ぶ
D. 軽ぶ
Câu 3. 友だちから えいがの チケットを 2 まい もらったんですが、いっしょに 見に
行きませんか。
A. 映画
B. 央画
C. 英画
D. 暎画
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. ゆうびんきょくは 何時に 始まって、何時に 終わるか、知って いますか。
A. きまって
B. あやまって
C. しまって
D. はじまって
Câu 5. 先生に いろいろ 教えて いただいたので、はやく 上手に なった。
A. じょうず
B. じよずう
C. じようず
D. じょうずう
Câu 6. 明日の 午前中に 新しい きかいの 使い方を 習う よていです。
A. ごごちゅう
B. ごぜんちゅう
C. ごごちゅ
D. ごぜんちゅ
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 7 đến câu 8.
私は 18 さいの 女子高校生です。来年、大学に 行きたいと 思って います。私の
しゅみは 写真を とる ことです。私の 住んで いる 町は 山の 中に あって きれいな
みずうみが あります。学 校 が 休 み の 時は い つ も 山 や み ず う み に 行 っ て
写真を とって います 。学校の 勉強は れきしが 好きです。大学では れきしの
勉強を しようと 思って います。れきしの 時間に 勉強した 場所を 旅行して
写真を たくさん とるのが ゆめです。
私は こんな 女の 子です。同じ しゅみの 人、私と 友だちに なって ください。
下の 住所に 手紙を ください。同じぐらいの ねんれいの 人が いいです。よろしく
おねがいします。
（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）

Câu 7. この 人は なぜ この ぶんしょうを 書きましたか。
A. 大学に 行きたいから。
B. 友だちを 作りたいから。
C. 旅行が したいから。
D. 写真が とりたいから。
Câu 8. この 人は どんな 人ですか。
A. れきしの 勉強を して いる 人
B. 大学に 行って いる 人
C. よく 写真を とって いる 人
D. 友だちが たくさん いる 人
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 9. 私は どこででも ＿＿＿ ねる ことが できます。
A. がっかり
B. はっきり
C. びっくり
D. ぐっすり
Câu 10. こちらの 本は ＿＿＿に おとり ください。
A. ふべん
B. じゆう
C. きらい
D. じゃま
Câu 11.
田中：「来週 また 来ますよ。」
山田：「じゃ、＿＿＿ 時に もう 一度 そうだんしましょう。」
A. この
B. あの
C. どの
D. その
Câu 12. この けいざいの 本は 英語で ＿＿＿ います。
A. 書いて
B. 書けて
C. 書かせて
D. 書かれて
Câu 13. 来週 しゅっちょうで 日本へ ＿＿＿ ことに なりました。
A. 行く
B. 行こう
C. 行け
D. 行き
Câu 14. けんこうの ために、たばこを ＿＿＿ ください。
A. すう
B. すった
C. すって
D. すわないで
Câu 15. 前は だめでしたが、今は すこし 日本語が ＿＿＿ように なりました。
A. 話す
B. 話せる
C. 話し
D. 話します
Câu 16. ニュースに よると、その じこで 死んだ 人は ＿＿＿そうです。
A. 50 人
B. 50 人の
C. 50 人な
D. 50 人だ
Câu 17. 電気が ＿＿＿から、山田さんは 家に いないかも しれません。
A. きえて います
B. きえて おきます C. きえて あります D. きえて みます
Câu 18. ゆうべは 10 時まで 仕事で 会社に ＿＿＿ いました。
A. むかって
B. のこって
C. やって
D. ついて
Câu 19. ＿＿＿が もらえませんから、アルバイトを しなければ なりません。
A. しょうがくきん
B. しょうたいじょう C. しょくぎょう
D. しょうひん
Câu 20. 私は きのう きんじょの 大きい 犬に 手＿＿＿ かまれて しまいました。
A. に
B. を
C. は
D. が
Câu 21. 私の 家は あの しんごう＿＿＿ わたって 右へ すこし 行った ところに あります。
A. で
B. へ
C. を
D. に
Câu 22.
田中：「この 薬は かならず 飲まなければ なりませんか。」
山田：「いいえ、いたく なかったら、＿＿＿。」
A. 飲まなければ なりません
B. いつでも 飲んでも いいです
C. 飲んだ ほうが いいです
D. 飲まなくても いいです
Câu 23. 今、ベトナムでは、日本料理の レストランは ＿＿＿ あります。
A. だれとも
B. どこででも
C. だれでも
D. どこにでも
Câu 24. きのう 家に 帰ったら、大きな にもつ＿＿＿ とどいて いた。
A. を
B. で
C. へ
D. が
Câu 25. ＿＿＿そうな レストランですから、入るのを やめましょう。
A. たかい
B. たか
C. たかく
D. たかかった
Câu 26. お正月休みが 始まって、子どもたちは ＿＿＿して います。
A. すらすら
B. うきうき
C. いらいら
D. ぺこぺこ
Câu 27. 私が 今から ＿＿＿ とおりに、書いて ください。
A. 言って
B. 言う
C. 言おう
D. 言った
Câu 28.
山田：「何を 食べますか。」
田中：「私は てんぷら＿＿＿ します。」
A. に
B. と
C. が
D. を
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Câu 29. 今日は 暑いですね。つめたい ＿＿＿は どうですか。
A. ケーキ
B. ジュース
C. スプーン
D. サラダ
Câu 30. 山田さんは きのう 来ると 言って いたので、きっと ＿＿＿。
A. 来そうです
B. 来るそうです
C. 来るみたいです
D. 来るでしょう
Câu 31. わすれないでね。かならず ＿＿＿を はってから、ポストに 入れてね。
A. 切手
B. 動物
C. 漢字
D. 名前
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 32. 明日の 朝 6 時に 学校に 集まって ください。
A. 明日の 朝 6 時に 学校を さんぽして ください。
B. 明日の 朝 6 時に 学校を 出て ください。
C. 明日の 朝 6 時に 学校で 勉強して ください。
D. 明日の 朝 6 時に 学校に 来て ください。
Câu 33. 山本さんは 日本の むかしばなしを 研究して います。
A. 山本さんの せんもんは 日本の 地理です。
B. 山本さんの せんもんは 日本の 文学です。
C. 山本さんの せんもんは 日本の けいざいです。
D. 山本さんの せんもんは 日本の れきしです。
Câu 34. 休む 時、なるべく れんらくして ください。
A. 休む 時、できるだけ れんらくして ください。
B. 休む 時、すぐ れんらくして ください。
C. 休む 時、やっと れんらくして ください。
D. 休む 時、ずっと れんらくして ください。
Câu 35. 駅へ 行く バスは すいて います。
A. 駅へ 行く バスは 人が あまり のって いません。
B. 駅へ 行く バスは 人が たくさん のって います。
C. 駅へ 行く バスは なかなか 来ません。
D. 駅へ 行く バスは すぐ 来ます。
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 36. まだ 病気を なおらないから、むりは しない ほうが いいですよ。
A

B

C

D

Câu 37. 日本人は 食事が 終わる 時、「ごちそうさまでした。」と 言います。
A

B

C

D

Câu 38. 先生は わらいながら、私の しつもんを ていねいに 答えて くださいました。
A

B

C

D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 39.
店員：「M サイズしか ありませんが、よろしいですか。」
おきゃくさん：「＿＿＿。」
A. ええ、かまいませんよ
B. ええ、かしこまりました
C. いいえ、どういたしまして
D. いいえ、しつれいします
Câu 40.
山田：｢ちこくして、すみませんでした。」
田中：｢＿＿＿。」
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A. ええ、ちこくしそうでしたね
B. どういたしまして
C. ええ、じゃましましたね
D. つぎは 気を つけて くださいね
Câu 41.
山田：｢いっしょに 帰りませんか。」
田中：｢すみません。これを コピーしなければ なりませんから、＿＿＿。」
A. そろそろ しつれいします
B. また 今度 おねがいします
C. いって いらっしゃい
D. お先に どうぞ
Câu 42.
田中：｢家へ 帰る 時、この 手紙を 出して ください。」
山田：｢＿＿＿。」
A. ああ、いいですよ。ありがとう ございました
B. ああ、いいですよ。自分で 書いた ほうが いいですよ
C. 分かりました。出して ください
D. 分かりました。テーブルに おいて おいて ください
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 43 đến câu 46.
今年の 夏、私は 家族で 山の 中に ある ホテルに とまりました。
駅から ホテルの 近くの バスていまで、バスで 2時間いじょう かかりました。バスていから
ホテルまでは、ほそい 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、むすこは「テレビが 見たい。」「ゲームが
したい。」と 言いました。しかし、この ホテルには どちらも ありません。それから、
れいぞうこも エアコンも ありません。この ホテルは べんりでは ありませんでしたが、
山や みずうみで いろいろな ことが できました。
へやに にもつを おいて まどを 開けると、みずうみから すずしい 風が 入って
きました。すこし 休んでから、まだ 明るかったので、さんぽに 出かけました。空 気 が
おいしくて 、け しきも う つく しか ったです。 夜は ほしが とても きれいでした。
ホテルに いる 間は 毎日 みんなで さんぽを したり、みずうみで およいだり、むしを
とったり、ひるねを 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。こんな 生活も
いいね。」と 話しながら、家に 帰りました。
（国際交流基金、2012 年、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社により）

Câu 43. この 人は どんな ホテルに とまりましたか。
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 ものが あって、べんりな ホテル
Câu 44. 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 のって、バスていから 2 時間いじょう 歩きました。
B. 駅から 30 分 バスていまで 歩いて、バスに 2 時間いじょう のりました。
C. 駅から 2時間いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。
D. 駅から 2時間近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。
Câu 45. ホテルに 着いてから、何を しましたか。
A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。
B. へやで すこし 休んでから、さんぽに 行きました。
C. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。
D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。
Câu 46. 「こんな 生活」と ありますが、どんな 生活ですか。
A. 山で あそんだり、ひるねを したり する 生活
B. ゲームを したり、むしを とったり する 生活
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C. さんぽを したり、テレビを 見たり する 生活
D. おいしい ものを 食べて、何も しない 生活
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
日本へ 来て 一ばん たいへんだった ことは 病気を した ことでした。日本へ 来て
3 か月が すぎた ころでした。朝 起きたら、胃（注）が いたくて 何も (47)＿＿＿。
(48)＿＿＿、よく 分かりませんでした。薬を 飲んで 会社へ 行きましたが、午後に
なると、もっと 悪く なりました。(49)＿＿＿、いっしょに はたらいて いる 田中さんに
教えて もらって、近くの 病院へ 行きました。
お医者さんに「(50)＿＿＿ですよ。いい 薬を あげますから、すぐに なおりますよ」と
言われました。3 日ぐらい したら、なおりましたが、会社の 人たちに めいわくを
かけて しまいました。これからは、けんこうに 気を つける ように しようと
思いました。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

（注）胃：dạ dày
Câu 47.
A. 食べたく ありませんでした
C. 行きたく ありませんでした
Câu 48.
A. どう やって 胃が いたく なったか
C. どうして 胃が いたく なったのか
Câu 49.
A. それで
B. そして
Câu 50.
A. とても しんぱいしても かまわない
C. あまり しんぱいしないと よくない

B. はたらきたく ありませんでした
D. ねたく ありませんでした
B. どうして 胃が いたく なったのに
D. どう やって 胃が いたく なったのに
C. しかし

D. それに

B. とても しんぱいした ほうが いい
D. あまり しんぱいしなくても いい

------------------------ HẾT ------------------------
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NHẬT
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
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Họ, tên thí sinh: .........................................................................
Số báo danh: .............................................................................

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 1. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。
A. 案かった

B. 女かった

C. 安かった

D. 好かった

Câu 2. りゅうがくの 時、病気に なって 1 か月ぐらい にゅういんして しまいました。
A. 入院

B. 人院

C. 入阮

D. 人阮

Câu 3. 9 時に しゅっぱつしますから、8 時半に 駅の 前に あつまって ください。
A. 準まって

B. 進まって

C. 集まって

D. 焦まって

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 4 đến câu 7.
私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を
読んで いる 人、ねて いる 人などで、(4)＿＿＿。私は、ゆうせんせき（注）の 前に 立って
いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。おじいさんは、
ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、かわって
くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が 聞こえなかったようです。
おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と
言いました。(5)＿＿＿ 高校生は、ゲームを つづけて いました。私は、いやな 気持ちで
電車に のって いました。ゆうせんせきは (6)＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、
まわりに ゆうせんせきが ひつような 人が いないか どうか、いつも (7)＿＿＿と
思います。
（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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên (dành cho người tàn tật, người già ...)
Câu 4.
A. すいて いました
C. すいて いたようです
Câu 5.
A. それなのに
B. たとえば
Câu 6.
A. だれも すわらなくても
C. だれが すわっても
Câu 7.
A. 気を つけなければ ならない
C. 気に ならなければ ならない

B. こんで いました
D. こんで いたようです
C. すると

D. だから

B. だれも すわらない ほうが
D. だれは すわった ほうが
B. 気に しないで いい
D. 気が しても いい
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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. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。
A. だいふう
B. たいふ
C. だいふ
D. たいふう
Câu 9. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。
A. ふるい
B. まるい
C. あかるい
D. かるい
Câu 10. この かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。
A. なって
B. はいって
C. おもって
D. いって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 11. この 町は さいきん じんこうが ふえました。
A. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。
B. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。
C. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。
D. この 町は さいきん 車が 多く なりました。
Câu 12. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。
A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。
B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。
C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。
D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。
Câu 13. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。
A. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。
B. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。
C. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。
D. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。
Câu 14. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。
A. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。
B. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。
C. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。
D. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 15.
田中：「明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」
山田：「_______。」
A. ええ、休ませても いいですよ
B. ええ、よかったですね
C. ええ、かまいませんよ
D. ええ、たいへんですね
Câu 16.
山田：「お子さんの けがは どうですか。」
田中：「なかなか よく ならないんです。」
山田：「＿＿＿。」
A. おかげさまで
B. おめでとう ございます
C. それは いけませんね
D. どうぞ お元気で
Câu 17.
田中：「映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」
山田：「______。」
Trang 2/5 - Mã đề thi 516

A. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ
B. わるいけど、まだ 行かないよ
C. ありがとう。じゃ、2 まい くれる
D. わるいけど、行かなければ ならない
Câu 18.
田中：「あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」
山田：「_______。」
A. へえ、すごい。がんばってね
B. そうだよ。出ても いいよ
C. そうだね。出た ほうが いいよ
D. えっ、とても 上手だったね
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 19 đến câu 20.
4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 9 時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。じゅぎょうの 後は、
よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に 帰ります。友だちは
夜 おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。学校は 7 月 21 日までです。
それから、夏休みに なります。後 1 か月で 夏休みです。夏休みには、友だちの チンさんと
ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育により）

Câu 19. 何月に この 文を 書きましたか。
A. 4 月
B. 5 月
C. 6 月
Câu 20. ないようと 合って いるものは どれですか。
A. もう 夏休みです。
B. 毎日 9 時から 3 時まで ずっと 勉強して います。
C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。
D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。

D. 7 月

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 21 đến câu 24.
私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で
行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと
見る ことが できる。友たちに いそがされて（注）見たい ものが 見られないのは とても
ざんねんだ。
友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。
だれも 話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも
しれない。何か すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく
なる。その 時 そばに だれも いなかったら さびしいだろう。
しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った
ことは ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに
して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。
ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は
旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により）

（注）いそがす：thúc giục, giục giã
Câu 21. この 人は どんな 旅行が 好きですか。
A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行
B. 知らない 人と 行く 旅行
C. 友だちと 楽しく 行く 旅行
D. 一人で さびしく 行く 旅行
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Câu 22. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。
A. 友だちと 話す
B. 近くの 人と 話す
C. 友だちに 手紙を 書く
D. 写真を とる
Câu 23. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。
A. 旅行の ことが 思い出せる こと
B. 手紙が もらえる こと
C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと
D. 自分の 気持ちが つたえられる こと
Câu 24. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。
A. 友だちと 楽しく 話す こと
B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと
C. すばらしい けしきを 見る こと
D. 知らない 人と 話す こと
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 25. 先週の 土よう日は どこ______ 出かけませんでした。
A. へも
B. かへ
C. でも
D. までも
Câu 26. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。
A. なんさつ
B. なんまい
C. なんぼん
D. なんだい
Câu 27. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。
A. たんじょうびだった
B. たんじょうび
C. たんじょうびだ
D. たんじょうびな
Câu 28. ジョンさんは 10 年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。
A. うきうき
B. にこにこ
C. ぺらぺら
D. ぺこぺこ
Câu 29. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。
A. さっき
B. とうとう
C. やっと
D. ちょうど
Câu 30. 友子さんは 友だちに「ともちゃん」と ニックネーム______ よばれて います。
A. を
B. と
C. で
D. が
Câu 31. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。
A. そだてる
B. 考える
C. かたづける
D. 生まれる
Câu 32. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。
A. いる
B. いて
C. いない
D. いた
Câu 33. つかれたから、コーヒー______ 飲みませんか。
A. まで
B. が
C. と
D. でも
Câu 34. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。
A. 飲みすぎて
B. 飲みだして
C. 飲みおわって
D. 飲みはじめて
Câu 35. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。
A. はかなく
B. はいて
C. はけて
D. はけなく
Câu 36.
山田：「さいふが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. おちるそうですよ
B. おとしたかも しれませんよ
C. おちそうですよ
D. おとしたみたいですよ
Câu 37. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。
A. いそがしいでも
B. いそがしでも
C. いそがしても
D. いそがしくても
Câu 38. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。
A. 家中
B. 1 年中
C. 学校中
D. 今日中
Câu 39. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。
A. ふべん
B. じゃま
C. べんり
D. かんたん
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Câu 40. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。
A. かんそう
B. どうぐ
C. かんけい
D. せんもん
Câu 41. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。
A. 上手だ
B. 上手で
C. 上手な
D. 上手
Câu 42.
田中：「かれの えは すばらしかったよ。」
山田：「うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」
A. 有名な
B. 有名の
C. 有名だ
D. 有名
Câu 43. 友だち______ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って
みました。
A. まで
B. は
C. が
D. から
Câu 44.
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」
山田：「いそがしいから、＿＿＿。」
A. 行って ほしく ありません
B. 行かなければ なりません
C. 行けないかも しれません
D. 行った ことが ありません
Câu 45.
山下：「いい 天気ですね。」
森田：「ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」
A. そんな
B. あんな
C. どんな
D. こんな
Câu 46. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。
A. プロジェクト
B. アルバイト
C. プロジェクター
D. レインコート
Câu 47. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。
A. さわりますは
B. さわらないで
C. さわれば
D. さわっては
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. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。
A

B

C

D

Câu 49.
田中：「その りんご、大きくて、赤そうですね。」
A
B
山田：「ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」
C
D
Câu 50. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。
A

B

C

D

------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. エレベーターが ないと、重い にもつを はこぶのは たいへんです。
A. 軽ぶ
B. 運ぶ
C. 連ぶ
D. 転ぶ
Câu 2. あの 人は 世界で ゆうめいな 歌手です。
A. 有名
B. 有明
C. 夕明
D. 夕名
Câu 3. 友だちから えいがの チケットを 2 まい もらったんですが、いっしょに 見に
行きませんか。
A. 暎画
B. 央画
C. 映画
D. 英画
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 4. 先生は わらいながら、私の しつもんを ていねいに 答えて くださいました。
A
B
C
D
Câu 5. 日本人は 食事が 終わる 時、「ごちそうさまでした。」と 言います。
A
B
C
D
Câu 6. まだ 病気を なおらないから、むりは しない ほうが いいですよ。
A
B
C
D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 7 đến câu 10.
日本へ 来て 一ばん たいへんだった ことは 病気を した ことでした。日本へ 来て
3 か月が すぎた ころでした。朝 起きたら、胃（注）が いたくて 何も (7)＿＿＿。
(8)＿＿＿、よく 分かりませんでした。薬を 飲んで 会社へ 行きましたが、午後に
なると、もっと 悪く なりました。(9)＿＿＿、いっしょに はたらいて いる 田中さんに
教えて もらって、近くの 病院へ 行きました。
お医者さんに「(10)＿＿＿ですよ。いい 薬を あげますから、すぐに なおりますよ」と
言われました。3 日ぐらい したら、なおりましたが、会社の 人たちに めいわくを
かけて しまいました。これからは、けんこうに 気を つける ように しようと
思いました。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

（注）胃：dạ dày
Câu 7.
A. 食べたく ありませんでした
C. 行きたく ありませんでした
Câu 8.
A. どう やって 胃が いたく なったか
C. どうして 胃が いたく なったのか
Câu 9.
A. それで
B. そして

B. はたらきたく ありませんでした
D. ねたく ありませんでした
B. どうして 胃が いたく なったのに
D. どう やって 胃が いたく なったのに
C. しかし

D. それに
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Câu 10.
A. とても しんぱいしても かまわない
C. あまり しんぱいしないと よくない

B. とても しんぱいした ほうが いい
D. あまり しんぱいしなくても いい

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 11.
山田：「いっしょに 帰りませんか。｣
田中：「すみません。これを コピーしなければ なりませんから、＿＿＿。｣
A. いって いらっしゃい
B. お先に どうぞ
C. そろそろ しつれいします
D. また 今度 おねがいします
Câu 12.
田中：「家へ 帰る 時、この 手紙を 出して ください。」
山田：「＿＿＿。｣
A. 分かりました。テーブルに おいて おいて ください
B. 分かりました。出して ください
C. ああ、いいですよ。ありがとう ございました
D. ああ、いいですよ。自分で 書いた ほうが いいですよ
Câu 13.
山田：「ちこくして、すみませんでした。」
田中：「＿＿＿。｣
A. ええ、じゃましましたね
B. どういたしまして
C. つぎは 気を つけて くださいね
D. ええ、ちこくしそうでしたね
Câu 14.
店員：「M サイズしか ありませんが、よろしいですか。｣
おきゃくさん：「＿＿＿。｣
A. いいえ、しつれいします
B. ええ、かしこまりました
C. ええ、かまいませんよ
D. いいえ、どういたしまして
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 15. 明日の 午前中に 新しい きかいの 使い方を 習う よていです。
A. ごぜんちゅう
B. ごごちゅう
C. ごごちゅ
D. ごぜんちゅ
Câu 16. 先生に いろいろ 教えて いただいたので、はやく 上手に なった。
A. じようず
B. じょうず
C. じょうずう
D. じよずう
Câu 17. ゆうびんきょくは 何時に 始まって、何時に 終わるか、知って いますか。
A. きまって
B. しまって
C. はじまって
D. あやまって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 18. 私の 家は あの しんごう＿＿＿ わたって 右へ すこし 行った
ところに あります。
A. に
B. へ
C. で
D. を
Câu 19. ゆうべは 10 時まで 仕事で 会社に ＿＿＿ いました。
A. ついて
B. のこって
C. やって
D. むかって
Câu 20. この けいざいの 本は 英語で ＿＿＿ います。
A. 書かれて
B. 書けて
C. 書いて
D. 書かせて
Câu 21. 来週 しゅっちょうで 日本へ ＿＿＿ ことに なりました。
A. 行く
B. 行き
C. 行こう
D. 行け
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Câu 22.
田中：「来週 また 来ますよ。｣
山田：「じゃ、＿＿＿ 時に もう 一度 そうだんしましょう。」
A. あの
B. どの
C. この
D. その
Câu 23. 私は どこででも ＿＿＿ ねる ことが できます。
A. ぐっすり
B. びっくり
C. はっきり
D. がっかり
Câu 24. ＿＿＿が もらえませんから、アルバイトを しなければ なりません。
A. しょうひん
B. しょくぎょう
C. しょうたいじょう D. しょうがくきん
Câu 25. 今日は 暑いですね。つめたい ＿＿＿は どうですか。
A. ケーキ
B. ジュース
C. サラダ
D. スプーン
Câu 26. お正月休みが 始まって、子どもたちは ＿＿＿して います。
A. すらすら
B. いらいら
C. ぺこぺこ
D. うきうき
Câu 27. 私は きのう きんじょの 大きい 犬に 手＿＿＿ かまれて しまいました。
A. に
B. が
C. を
D. は
Câu 28. けんこうの ために、たばこを ＿＿＿ ください。
A. すった
B. すって
C. すわないで
D. すう
Câu 29. ニュースに よると、その じこで 死んだ 人は ＿＿＿そうです。
A. 50 人だ
B. 50 人な
C. 50 人の
D. 50 人
Câu 30.
山田：「何を 食べますか。」
田中：「私は てんぷら＿＿＿ します。」
A. が
B. を
C. に
D. と
Câu 31. わすれないでね。かならず ＿＿＿を はってから、ポストに 入れてね。
A. 切手
B. 名前
C. 動物
D. 漢字
Câu 32. きのう 家に 帰ったら、大きな にもつ＿＿＿ とどいて いた。
A. が
B. へ
C. を
D. で
Câu 33. 前は だめでしたが、今は すこし 日本語が ＿＿＿ように なりました。
A. 話す
B. 話します
C. 話し
D. 話せる
Câu 34. 電気が ＿＿＿から、山田さんは 家に いないかも しれません。
A. きえて みます
B. きえて あります C. きえて います
D. きえて おきます
Câu 35. 今、ベトナムでは、日本料理の レストランは ＿＿＿ あります。
A. どこででも
B. だれとも
C. だれでも
D. どこにでも
Câu 36. 山田さんは きのう 来ると 言って いたので、きっと ＿＿＿。
A. 来るでしょう
B. 来るそうです
C. 来るみたいです
D. 来そうです
Câu 37. ＿＿＿そうな レストランですから、入るのを やめましょう。
A. たかかった
B. たかく
C. たか
D. たかい
Câu 38.
田中：「この 薬は かならず 飲まなければ なりませんか。｣
山田：「いいえ、いたく なかったら、＿＿＿。」
A. いつでも 飲んでも いいです
B. 飲まなければ なりません
C. 飲んだ ほうが いいです
D. 飲まなくても いいです
Câu 39. 私が 今から ＿＿＿ とおりに、書いて ください。
A. 言おう
B. 言って
C. 言った
D. 言う
Câu 40. こちらの 本は ＿＿＿に おとり ください。
A. じゆう
B. じゃま
C. きらい
D. ふべん
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 41 đến câu 44.
今年の 夏、私は 家族で 山の 中に ある ホテルに とまりました。
駅から ホテルの 近くの バスていまで、バスで 2 時間いじょう かかりました。
バスていから ホテルまでは、ほ そ 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、むすこは
「テレビが 見たい。」「ゲームが したい。」と 言いました。しかし、この ホテルには
どちらも ありません。それから、れいぞうこも エアコンも ありません。この ホテルは
べんりでは ありませんでしたが、山や みずうみで いろいろな ことが できました。
へやに にもつを おいて まどを 開けると、みずうみから すずしい 風が 入って
きました。すこし 休んでから、まだ 明るかったので、さんぽに 出かけました。空気が
おいしくて、けしきも うつくしかったです。夜は ほしが とても きれいでした。ホテルに
いる 間は 毎日 みんなで さんぽを したり、みずうみで およいだり、むしを とったり、
ひるねを 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。こんな 生活も いいね。」と
話しながら、家に 帰りました。
（国際交流基金、2012 年、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社により）

Câu 41. この 人は どんな ホテルに とまりましたか。
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 ものが あって、べんりな ホテル
Câu 42. 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 のって、バスていから 2 時間いじょう 歩きました。
B. 駅から 30 分 バスていまで 歩いて、バスに 2 時間いじょう のりました。
C. 駅から 2時間いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。
D. 駅から 2時間近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。
Câu 43. ホテルに 着いてから、何を しましたか。
A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。
B. へやで すこし 休んでから、さんぽに 行きました。
C. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。
D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。
Câu 44. 「こんな 生活」と ありますが、どんな 生活ですか。
A. 山で あそんだり、ひるねを したり する 生活
B. ゲームを したり、むしを とったり する 生活
C. さんぽを したり、テレビを 見たり する 生活
D. おいしい ものを 食べて、何も しない 生活
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 45. 山本さんは 日本の むかしばなしを 研究して います。
A. 山本さんの せんもんは 日本の れきしです。
B. 山本さんの せんもんは 日本の 地理です。
C. 山本さんの せんもんは 日本の 文学です。
D. 山本さんの せんもんは 日本の けいざいです。
Câu 46. 休む 時、なるべく れんらくして ください。
A. 休む 時、やっと れんらくして ください。
B. 休む 時、ずっと れんらくして ください。
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C. 休む 時、すぐ れんらくして ください。
D. 休む 時、できるだけ れんらくして ください。
Câu 47. 駅へ 行く バスは すいて います。
A. 駅へ 行く バスは 人が たくさん のって います。
B. 駅へ 行く バスは なかなか 来ません。
C. 駅へ 行く バスは すぐ 来ます。
D. 駅へ 行く バスは 人が あまり のって いません。
Câu 48. 明日の 朝 6 時に 学校に 集まって ください。
A. 明日の 朝 6 時に 学校で 勉強して ください。
B. 明日の 朝 6 時に 学校を 出て ください。
C. 明日の 朝 6 時に 学校を さんぽして ください。
D. 明日の 朝 6 時に 学校に 来て ください。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 49 đến câu 50.
私は 18 さいの 女子高校生です。来年、大学に 行きたいと 思って います。私の
しゅみは 写真 を とる ことで す。私の 住んで いる 町は 山の 中に
あ っ て きれいな みずうみが あります。学 校 が 休 み の 時 は い つ も 山 や
みずうみに 行って 写真を とって います。学校の 勉強は れきしが 好きです。
大学では れきしの 勉強を しようと 思って います。れきしの 時間に
勉強した 場所を 旅行して 写真を たくさん とるのが ゆめです。
私は こ ん な 女 の 子 で す 。 同 じ し ゅ み の 人 、 私 と 友 だ ち に な っ て
ください。下の 住所に 手紙を ください。同じぐらいの ねんれいの 人が いいです。
よろしく おねがいします。
（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）

Câu 49. この 人は なぜ この ぶんしょうを 書きましたか。
A. 大学に 行きたいから。
B. 友だちを 作りたいから。
C. 旅行が したいから。
D. 写真が とりたいから。
Câu 50. この 人は どんな 人ですか。
A. れきしの 勉強を して いる 人
B. 大学に 行って いる 人
C. よく 写真を とって いる 人
D. 友だちが たくさん いる 人
------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. りゅうがくの 時、病気に なって 1 か月ぐらい にゅういんして しまいました。
A. 人阮
B. 入阮
C. 入院
D. 人院
Câu 2. 9 時に しゅっぱつしますから、8 時半に 駅の 前に あつまって ください。
A. 焦まって
B. 集まって
C. 準まって
D. 進まって
Câu 3. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。
A. 案かった
B. 好かった
C. 女かった
D. 安かった
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 5.
4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 9 時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。じゅぎょうの 後は、
よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に 帰ります。友だちは 夜
おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。学校は 7 月 21 日までです。
それから、夏休みに なります。後 １か月で 夏休みです。夏休みには、友だちの チンさんと
ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育により）

Câu 4. 何月に この 文を 書きましたか。
A. 4 月
B. 5 月
C. 6 月
Câu 5. ないようと 合って いるものは どれですか。
A. もう 夏休みです。
B. 毎日 9 時から 3 時まで ずっと 勉強して います。
C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。
D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。

D. 7 月

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 6 đến câu 9.
私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を
読んで いる 人、ねて いる 人などで、(6)＿＿＿。私は、ゆうせんせき（注）の 前に 立って
いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。おじいさんは、
ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、かわって
くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が 聞こえなかったようです。
おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と
言いました。(7) ＿＿＿ 高校生は、ゲームを つづけて いました。私は、いやな 気持ちで
電車に のって いました。ゆうせんせきは (8)＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、
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まわりに ゆうせんせきが ひつような 人が いないか
思います。

どうか、いつも

(9)＿＿＿と

（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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên (dành cho người tàn tật, người già ...)
Câu 6.
A. すいて いました
C. すいて いたようです
Câu 7.
A. それなのに
B. たとえば
Câu 8.
A. だれも すわらなくても
C. だれが すわっても
Câu 9.
A. 気を つけなければ ならない
C. 気に ならなければ ならない

B. こんで いました
D. こんで いたようです
C. すると

D. だから

B. だれも すわらない ほうが
D. だれは すわった ほうが
B. 気に しないで いい
D. 気が しても いい

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 10. つかれたから、コーヒー______ 飲みませんか。
A. が
B. まで
C. でも
D. と
Câu 11. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。
A. 家中
B. 学校中
C. 1 年中
D. 今日中
Câu 12. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。
A. そだてる
B. 生まれる
C. かたづける
D. 考える
Câu 13. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。
A. さっき
B. やっと
C. とうとう
D. ちょうど
Câu 14.
山田：「さいふが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. おとしたかも しれませんよ
B. おとしたみたいですよ
C. おちるそうですよ
D. おちそうですよ
Câu 15.
田中：「かれの えは すばらしかったよ。」
山田：「うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」
A. 有名
B. 有名の
C. 有名だ
D. 有名な
Câu 16. 先週の 土よう日は どこ______ 出かけませんでした。
A. でも
B. かへ
C. までも
D. へも
Câu 17. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。
A. 上手な
B. 上手
C. 上手だ
D. 上手で
Câu 18. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。
A. さわれば
B. さわっては
C. さわりますは
D. さわらないで
Câu 19. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。
A. じゃま
B. べんり
C. ふべん
D. かんたん
Câu 20. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。
A. 飲みおわって
B. 飲みだして
C. 飲みすぎて
D. 飲みはじめて

Trang 2/5 - Mã đề thi 518

Câu 21. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。
A. アルバイト
B. プロジェクター
C. プロジェクト
D. レインコート
Câu 22. ジョンさんは 10 年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。
A. ぺこぺこ
B. うきうき
C. ぺらぺら
D. にこにこ
Câu 23. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。
A. かんけい
B. せんもん
C. どうぐ
D. かんそう
Câu 24.
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」
山田：「いそがしいから、＿＿＿。」
A. 行って ほしく ありません
B. 行った ことが ありません
C. 行かなければ なりません
D. 行けないかも しれません
Câu 25. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。
A. はけて
B. はかなく
C. はいて
D. はけなく
Câu 26. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。
A. いた
B. いる
C. いない
D. いて
Câu 27. 友だち______ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って
みました。
A. は
B. まで
C. から
D. が
Câu 28. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。
A. なんぼん
B. なんまい
C. なんさつ
D. なんだい
Câu 29. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。
A. たんじょうびだ
B. たんじょうびだった
C. たんじょうび
D. たんじょうびな
Câu 30. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。
A. いそがしでも
B. いそがしくても
C. いそがしいでも
D. いそがしても
Câu 31.
山下：「いい 天気ですね。」
森田：「ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」
A. あんな
B. こんな
C. どんな
D. そんな
Câu 32. 友子さんは 友だちに 「ともちゃん」と ニックネーム＿＿＿ よばれて います。
A. を
B. と
C. が
D. で
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 33.
田中：「明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. ええ、たいへんですね
B. ええ、休ませても いいですよ
C. ええ、かまいませんよ
D. ええ、よかったですね
Câu 34.
田中：「映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」
山田：「＿＿＿。」
A. ありがとう。じゃ、2 まい くれる
B. わるいけど、行かなければ ならない
C. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ
D. わるいけど、まだ 行かないよ
Câu 35.
山田：「お子さんの けがは どうですか。」
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田中：「なかなか よく ならないんです。」
山田：「_______。」
A. おめでとう ございます
B. どうぞ お元気で
C. おかげさまで
D. それは いけませんね
Câu 36.
田中：「あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」
山田：「_______。」
A. そうだね。出た ほうが いいよ
B. へえ、すごい。がんばってね
C. えっ、とても 上手だったね
D. そうだよ。出ても いいよ
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 37. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。
A

B

C

D

Câu 38.
田中：「その りんご、大きくて、赤そうですね。」
A
B
山田：「ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」
C
D
Câu 39. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。
A

B

C

D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 40. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。
A. まるい
B. かるい
C. ふるい
D. あかるい
Câu 41. この かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。
A. はいって
B. おもって
C. なって
D. いって
Câu 42. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。
A. だいふう
B. だいふ
C. たいふ
D. たいふう
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 43 đến câu 46.
私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で
行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと
見る ことが できる。友たちに いそがされて（注）見たい ものが 見られないのは とても
ざんねんだ。
友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。
だれも 話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも
しれない。何か すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく
なる。その 時 そばに だれも いなかったら さびしいだろう。
しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った
ことは ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに
して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。
ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は
旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により）

（注）いそがす：thúc giục, giục giã
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Câu 43. この 人は どんな 旅行が 好きですか。
A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行
B. 知らない 人と 行く 旅行
C. 友だちと 楽しく 行く 旅行
D. 一人で さびしく 行く 旅行
Câu 44. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。
A. 友だちと 話す
B. 近くの 人と 話す
C. 友だちに 手紙を 書く
D. 写真を とる
Câu 45. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。
A. 旅行の ことが 思い出せる こと
B. 手紙が もらえる こと
C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと
D. 自分の 気持ちが つたえられる こと
Câu 46. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。
A. 友だちと 楽しく 話す こと
B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと
C. すばらしい けしきを 見る こと
D. 知らない 人と 話す こと
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 47. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。
A. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。
B. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。
C. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。
D. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。
Câu 48. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。
A. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。
B. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。
C. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。
D. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。
Câu 49. この 町は さいきん じんこうが ふえました。
A. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。
B. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。
C. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。
D. この 町は さいきん 車が 多く なりました。
Câu 50. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。
A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。
B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。
C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。
D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。
------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 始まる
B. 妹まる
C. 好まる
D. 姉まる
Câu 2. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 小くて
B. 小なくて
C. 少くて
D. 少なくて
Câu 3. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 馬
B. 鳥
C. 鳴
D. 島
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 5.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを
はたらくと 900 円 もらえます。

して

います。1 時間

アルバイトの 中 で 、 一 ば ん たく さ ん お 金 が も ら え る の は、道や ビルを
作るのを てつだう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は とても
たいへんで、1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、学生は
あまり この アルバイトは やりません。また、図書館で 本を 貸す てつだいを
する 仕事が あります。これは、すわって いる 仕事ですから かんたんなのですが、
1 時間で 600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そんなに たいへんではないし、もらえる お金も 悪く
ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）

Câu 4. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。
Câu 5. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 6. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. とうしょうかん
B. としょかん
C. としょうかん
D. とうしょかん
Câu 7. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. うごって
B. とびって
C. はしって
D. あるって
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Câu 8. ハノイは
A. おおくて

バイクが 多くて、道を
B. おおきくて

わたるのは たいへんです。
C. あおくて
D. おあくて

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 9.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. いいえ、だめです
B. ええ、おかげさまで
C. ええ、おだいじに
D. いいえ、元気です
Câu 10.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「______。」
A. いいえ、だめです
B. はい、なおして ください
C. すみません。すぐ やります
D. すみません。ちょっと こまります
Câu 11.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「______。」
A. いいえ、けっこうです
B. いいえ、ちがいます
C. いいえ、てつだって ください
D. いいえ、てつだいましょう
Câu 12.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
A. それは ざんねんですね
B. それは たいへんですね
C. それは おめでとう ございます
D. それは いいですね
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 13. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
B. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
C. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
D. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
Câu 14. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
Câu 15. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
Câu 16. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
B. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
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C. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。
D. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 17 đến câu 20.
私は

はじめて

日本の

正月を

けいけんした。

12 月 31 日 は、 まず、 朝 9 時 に 中 山さんと 近くの スーパーに 行っ た 。
何 も 買わなかったが、スーパーで おおぜいの 人が いつもより たくさんの 食料品を
買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31 日までに 作って、1 月 1 日から 3 日まで ずっと 食べる しゅうかんが
あるそうだ。でも、今では 1 月 1 日から レストランで 食事を する 人も いると
中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに
行こうと する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの 外で
な ら ん で いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
前で 待って いる 時に さいふを ぬすまれる 人も いると 聞いたので、ぬすまれて
しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に あった。やっと じんじゃに
入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 17. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを 見た。
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。
Câu 18. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた こと
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 19. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため
C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため
Câu 20. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると 分かりますか。
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 21. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われて しまいました
B. 行われる ことに
C. 行われる ように なりました
D. 行われる ことに
Câu 22. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べた
B. 食べる
C. 食べて
Câu 23. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待っても
B. 待ったら
C. 待って

なりました
しました
D. 食べ
D. 待つと
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Câu 24. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. さっき
B. ちょうど
C. やっと
D. ずっと
Câu 25. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. いや
B. けっこう
C. きらい
D. だめ
Câu 26. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを
して います。
A. うきうき
B. どきどき
C. いらいら
D. すらすら
Câu 27. この ゲームは
＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. こう
B. ここ
C. これ
D. こちら
Câu 28. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. を
B. の
C. に
D. は
Câu 29. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. で
B. と
C. が
D. に
Câu 30. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. けんこう
B. ようす
C. けいたい
D. よてい
Câu 31. 私は かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を 休んで しまいました。
A. の
B. が
C. に
D. で
Câu 32. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読んで
B. 読ませて
C. 読まれて
D. 読めて
Câu 33. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わる
B. わるくて
C. わるく
D. わるい
Câu 34.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とれそうですよ
B. とれるそうですよ
C. とったかも しれませんよ
D. とったみたいですよ
Câu 35. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたんな
B. かんたんで
C. かんたんに
D. かんたん
Câu 36. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間な
B. 2 年間だ
C. 2 年間
D. 2 年間なん
Câu 37. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習われて
B. 習えて
C. 習って
D. 習わせて
Câu 38.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. かならず 漢字で 書いて ください
B. ひらがなで 書いても いいです
C. 漢字を 書いても かまいません
D. ひらがなで 書かなければ なりません
Câu 39. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. スーツ
B. スカート
C. アクセサリー
D. コート
Câu 40. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. ならべて
B. かざって
C. うごかして
D. かけて
Câu 41. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きそく
B. きぶん
C. きせつ
D. きおん
Câu 42. りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. が／が
B. か／か
C. は／は
D. も／も
Câu 43. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. どれ
B. なに
C. いつ
D. だれ
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 44 đến câu 47.
私は 日本語の 先生です。半年前から (44) ＿＿＿ ちゅうきゅうクラスは、
みんな ま じ めで、 休んだ り ちこくを したり する 学 生は (45) ＿＿＿。
でも、10 日ぐらい前から、ミンさんが ときどき ちこくする ように なりました。
「 ( 4 6) ＿＿＿ 」 と ちゅういしても なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だちの 学生が 私の そばに 来て、ちいさい 声で 言いました。
「先生、ミンちゃん、お母 さんに なったんです。」ええっ！びっくりし ました。
「まだ 21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知って いるかしら。明日 ミンさんと
話を (47) ＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。「ねこの
赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて いた 子ねこを
家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

Câu 44.
A. 教えた
B. 教える
Câu 45.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 46.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 47.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

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. 田中さんは 私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
Câu 49. 目が よくないので、いつも めがねを かけながら、新聞を 読みます。
A
B
C
D
Câu 50. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 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. おく
B. いく
C. きく
D. つく
Câu 2. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。
A. しゅごう
B. しゅご
C. しゅうご
D. しゅうごう
Câu 3. 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. ゆめ
B. ゆうめい
C. ゆめい
D. ゆうめ
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 4. 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
Câu 5. この 仕事は ＿＿＿が なかったら、ぜったい できません。
A. けいけん
B. けいざい
C. けいさつ
D. けいえい
Câu 6. 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. しか
D. も
Câu 7. 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. の
D. を
Câu 8. 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。
A. 楽しいみたいに
B. 楽しいそうに
C. 楽しみたいに
D. 楽しそうに
Câu 9. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。
A. わらわれます
B. わらえます
C. わらいます
D. わらわせます
Câu 10. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。
A. あれ
B. あんな
C. あそこ
D. あちら
Câu 11. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。
A. さんせい
B. あんぜん
C. たいへん
D. あんしん
Câu 12. 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 13. おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。
A. 飲んで
B. 飲め
C. 飲んだ
D. 飲み
Câu 14. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。
A. に
B. で
C. を
D. は
Câu 15. 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. りゅうがくした
B. りゅうがくして
C. りゅうがくしよう D. りゅうがくする
Câu 16. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。
A. を
B. に
C. は
D. が
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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. 病気の
B. 病気な
C. 病気だ
D. 病気
Câu 18. きのう 魚料理は とても ＿＿＿ので、半分だけ 食べられました。
A. 多いかった
B. 多かった
C. 多く
D. 多い
Câu 19. 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. たいてい
B. とうとう
C. もともと
D. ちょうど
Câu 20. 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. どこ
C. いくら
D. どんな
Câu 21. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。
A. 出る
B. 休む
C. やむ
D. やめる
Câu 22. 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. ぺらぺら
B. いらいら
C. すらすら
D. ぺこぺこ
Câu 23. いっしょうけんめい 勉強したら、来年の しけんに ＿＿＿。
A. ごうかくするみたいです
B. ごうかくしないそうです
C. ごうかくするでしょう
D. ごうかくしないでしょう
Câu 24.
山下：「今日は 自分の 車で 来ました。」
田中：「じゃ、おさけを ＿＿＿。」
A. 飲んでも いいですね
B. 飲まなくても いいですね
C. 飲んでは いけませんね
D. 飲まなければ なりませんね
Câu 25. ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。
A. いし
B. もり
C. けしき
D. ごみ
Câu 26. 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. 少なかった
C. 少な
D. 少なくて
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 27. 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 28. 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
A
B
C
帰って くるのが ずっと 待って います。
D
Câu 29. 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
A
B
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 của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 30. 山田さんは さいきん 元気が ありません。
A. 山田さんは いつも 元気が ありません。
B. 山田さんは たいてい 元気が ありません。
C. 山田さんは このごろ 元気が ありません。
D. 山田さんは この間 元気が ありません。
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Câu 31. 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。
Câu 32. 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 少なく なるそうです。
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 多く なるそうです。
D. 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。
Câu 33. 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 むずかしいと 思います。
B. この 仕事は あなたに かんたんだと 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 ぜんぜん 合わないと 思います。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 34 đến câu 37.
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 34. 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 35. 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。
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 36. 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。
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C. あげ方を 知らないから。
D. 広い 場所が ないから。
Câu 37. 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。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 38.
田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」
山田：「＿＿＿。」
A. いいえ、後でも いいです
B. はい、いいです
C. いいえ、はらって しまいます
D. はい、今 はらって いません
Câu 39.
田中：「その セーター、いい 色ですね。」
山田：「＿＿＿。」
A. ほら、色が きれいじゃ ないんですが
B. わあ、そうですか。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. へえ、そうですか。すみません
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
Câu 41.
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」
田中：「＿＿＿。」
A. もう だいじょうぶでしたか
B. よかったですね
C. どうしてですか
D. おつかれさま
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 42 đến câu 43.
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 42. 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
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Câu 43. 「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。
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 44. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。
A. 大好き
B. 丈好き
C. 太好き
D. 犬好き
Câu 45. 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. 工場
B. 工陽
C. 工揚
D. 工湯
Câu 46. じしんで 電車が とまって、北海道へ 行けませんでした。
A. 止まって
B. 正って
C. 正まって
D. 止って
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 47 đến câu 50.
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 (47) ＿＿＿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 (48) ＿＿＿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。(49) ＿＿＿、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、(50) ＿＿＿ 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 47.
A. 始まるところです
C. 始めたそうです
Câu 48.
A. 集めに 行く
B. 集めに 行かない
Câu 49.
A. それに
B. それでも
Câu 50.
A. どの 花火が 一ばん きれいか
C. どの 花火も 一ばん きれいだ

B. 始まったそうです
D. 始めるところです。
C. 見に 行かない

D. 見に 行く

C. すると

D. だから

B. どの 花火が 一ばん 高い
D. どの 花火も 一ばん 高いか

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. ハノイは バイクが 多くて、道を わたるのは たいへんです。
A. あおくて
B. おおきくて
C. おおくて
D. おあくて
Câu 2. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. あるって
B. はしって
C. とびって
D. うごって
Câu 3. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. とうしょうかん
B. としょうかん
C. としょかん
D. とうしょかん
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 7.
私は

はじめて

日本の

正月を

けいけんした。

12 月 31 日は、ま ず、朝 9 時に 中 山さんと 近くの スーパーに 行 った。
何も 買わなかったが、スーパーで おおぜいの 人が いつもより たくさんの 食料品を
買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31日までに 作って、1 月 1 日から 3日まで ずっと 食べる しゅうかんが
あるそう だ。でも、今では 1 月 1 日から レストランで 食事を する 人も
いると 中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに
行こうと する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの
外で ならんで いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
前で 待って いる 時に さいふを ぬすまれる 人も いると 聞いたので、ぬすまれて
しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に あった。やっと じんじゃに
入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 4. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを 見た。
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。
Câu 5. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 6. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため

こと
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C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため
Câu 7. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると 分かりますか。
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 8 đến câu 11.
私は 日本語の 先生です。半年前から (8) ＿＿＿ ちゅうきゅうクラスは、
みんな まじめで、休んだり ちこくを したり する 学生は (9) ＿＿＿。でも、
10 日ぐ ら い前 か ら 、 ミン さ ん が とき どき ちこ くす る よ う に なり ま し た。
「(10) ＿＿＿ 」と ちゅういしても なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だちの 学生が 私の そばに 来て、ちいさい 声で 言いました。
「先生、ミンちゃん、お母さんに なったんです。」ええっ！びっくりしました。「まだ
21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知って いるかしら。明日 ミンさんと
話を (11) ＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。「ねこの
赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて いた
子ねこを 家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

Câu 8.
A. 教えた
B. 教える
Câu 9.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 10.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 11.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 12. この ゲームは
＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. ここ
B. こちら
C. これ
D. こう
Câu 13. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. けいたい
B. ようす
C. けんこう
D. よてい
Câu 14. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたんで
B. かんたんな
C. かんたんに
D. かんたん
Câu 15. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きぶん
B. きそく
C. きせつ
D. きおん
Câu 16. りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. が／が
B. は／は
C. か／か
D. も／も
Câu 17. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. の
B. を
C. は
D. に
Câu 18. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待っても
B. 待ったら
C. 待つと
D. 待って
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Câu 19. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習わせて
B. 習えて
C. 習われて
D. 習って
Câu 20. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読めて
B. 読んで
C. 読まれて
D. 読ませて
Câu 21. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを
して います。
A. どきどき
B. うきうき
C. すらすら
D. いらいら
Câu 22. 私は かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を 休んで しまいました。
A. が
B. で
C. の
D. に
Câu 23.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. ひらがなで 書いても いいです
B. かならず 漢字で 書いて ください
C. ひらがなで 書かなければ なりません D. 漢字を 書いても かまいません
Câu 24. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. で
B. と
C. に
D. が
Câu 25. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わる
B. わるくて
C. わるい
D. わるく
Câu 26. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べて
B. 食べ
C. 食べた
D. 食べる
Câu 27. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. だめ
B. きらい
C. いや
D. けっこう
Câu 28. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. ずっと
B. さっき
C. ちょうど
D. やっと
Câu 29. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. うごかして
B. ならべて
C. かけて
D. かざって
Câu 30. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われる ことに なりました
B. 行われる ように なりました
C. 行われて しまいました
D. 行われる ことに しました
Câu 31.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とったみたいですよ
B. とれるそうですよ
C. とったかも しれませんよ
D. とれそうですよ
Câu 32. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. アクセサリー
B. スーツ
C. コート
D. スカート
Câu 33. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間だ
B. 2 年間な
C. 2 年間なん
D. 2 年間
Câu 34. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. だれ
B. いつ
C. どれ
D. なに
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 35 đến câu 36.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを
はたらくと 900 円 もらえます。

して

います。1 時間

アルバイトの 中で、一ばん たくさん お金が もらえるのは、道や ビルを 作るのを
てつだう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は とても たいへんで、
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1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、学生は あまり
この アルバイトは やりません。また、図書館で 本を 貸す てつだいを する
仕事が あります。これは、すわって いる 仕事ですから かんたんなのですが、1 時間で
600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そんなに たいへんではないし、もらえる
お金も 悪く ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）

Câu 35. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。
Câu 36. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
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 37. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
Câu 38. 目が よくないので、いつも めがねを かけながら、新聞を 読みます。
A
B
C
D
Câu 39. 田中さんは 私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
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 40. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 少なくて
B. 小なくて
C. 少くて
D. 小くて
Câu 41. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 妹まる
B. 好まる
C. 始まる
D. 姉まる
Câu 42. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 鳥
B. 馬
C. 島
D. 鳴
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 43. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
B. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
C. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
D. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。
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Câu 44. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
B. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
C. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
D. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
Câu 45. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
Câu 46. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 47.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「＿＿＿＿。」
A. いいえ、けっこうです
B. いいえ、てつだいましょう
C. いいえ、てつだって ください
D. いいえ、ちがいます
Câu 48.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. ええ、おかげさまで
B. いいえ、元気です
C. いいえ、だめです
D. ええ、おだいじに
Câu 49.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
A. それは ざんねんですね
B. それは おめでとう ございます
C. それは たいへんですね
D. それは いいですね
Câu 50.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「＿＿＿＿。」
A. いいえ、だめです
B. はい、なおして ください
C. すみません。すぐ やります
D. すみません。ちょっと こまります
------------------------ HẾT ------------------------
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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 1. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。
A. 太好き
B. 大好き
C. 丈好き
D. 犬好き
Câu 2. 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. 工揚
B. 工陽
C. 工場
D. 工湯
Câu 3. 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. 止まって
D. 正って
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 4.
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」
田中：「＿＿＿。」
A. どうしてですか
B. よかったですね
C. おつかれさま
D. もう だいじょうぶでしたか
Câu 5.
田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」
山田：「_______。」
A. いいえ、後でも いいです
B. はい、今 はらって いません
C. いいえ、はらって しまいます
D. はい、いいです
Câu 6.
山田：「どうぞ、お上がり ください。」
田中：「＿＿＿。」
A. お帰りなさい
B. しつれいします
C. いらっしゃい
D. ただいま
Câu 7.
田中：「その セーター、いい 色ですね。」
山田：「＿＿＿。」
A. わあ、そうですか。色が きれいじゃないんですが
B. へえ、そうですか。すみません
C. ほら、色が きれいじゃ ないんですが
D. ありがとう。先週 買ったんですよ
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. 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. おく
D. つく
Câu 9. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。
A. しゅごう
B. しゅご
C. しゅうごう
D. しゅうご
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Câu 10. 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
B. ゆめ
C. ゆうめい
D. ゆめい
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 11. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。
A. わらえます
B. わらわせます
C. わらいます
D. わらわれます
Câu 12. 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 13. きのう 魚料理は とても ＿＿＿ので、半分だけ 食べられました。
A. 多く
B. 多い
C. 多かった
D. 多いかった
Câu 14. いっしょうけんめい 勉強したら、来年の しけんに ＿＿＿。
A. ごうかくするみたいです
B. ごうかくしないでしょう
C. ごうかくしないそうです
D. ごうかくするでしょう
Câu 15. 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. もともと
B. たいてい
C. とうとう
D. ちょうど
Câu 16. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。
A. たいへん
B. あんぜん
C. あんしん
D. さんせい
Câu 17. おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。
A. 飲み
B. 飲んだ
C. 飲んで
D. 飲め
Câu 18. この 仕事は ＿＿＿が なかったら、ぜったい できません。
A. けいけん
B. けいざい
C. けいえい
D. けいさつ
Câu 19.
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 20. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。
A. に
B. が
C. は
D. を
Câu 21. 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. どこ
B. いくら
C. どうして
D. どんな
Câu 22. 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 23. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。
A. 出る
B. やむ
C. 休む
D. やめる
Câu 24. 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. りゅうがくして
B. りゅうがくした
C. りゅうがくする
D. りゅうがくしよう
Câu 25. 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. を
B. と
C. に
D. の
Câu 26. 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。
A. 楽しいそうに
B. 楽しそうに
C. 楽しみたいに
D. 楽しいみたいに
Câu 27. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。
A. あそこ
B. あんな
C. あちら
D. あれ
Câu 28. 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
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. だけ
B. も
C. で
D. しか
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Câu 30. 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
C. 少なかった
D. 少なくて
Câu 31. 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. ぺこぺこ
B. すらすら
C. いらいら
D. ぺらぺら
Câu 32. 好きな 色______ その 人の せいかくが 分かります。
A. で
B. は
C. を
D. に
Câu 33.
山下：「今日は 自分の 車で 来ました。」
田中：「じゃ、おさけを ＿＿＿。」
A. 飲んでも いいですね
B. 飲んでは いけませんね
C. 飲まなければ なりませんね
D. 飲まなくても いいですね
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 34. 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
A
B
C
ありました。
D
Câu 35. 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
A
B
C
帰って くるのが ずっと 待って います。
D
Câu 36. 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
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 37 đến câu 40.
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 (37)＿＿＿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 (38)＿＿＿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。(39) ＿＿＿、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、(40)＿＿＿ 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 37.
A. 始まるところです
C. 始めたそうです
Câu 38.
A. 集めに 行く
B. 集めに 行かない
Câu 39.
A. それに
B. それでも
Câu 40.
A. どの 花火が 一ばん きれいか
C. どの 花火も 一ばん きれいだ

B. 始まったそうです
D. 始めるところです。
C. 見に 行かない

D. 見に 行く

C. すると

D. だから

B. どの 花火が 一ばん 高い
D. どの 花火も 一ばん 高いか
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 41 đến câu 44.
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 41. 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 42. 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。
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 43. 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 44. 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。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 45. 山田さんは さいきん 元気が ありません。
A. 山田さんは たいてい 元気が ありません。
B. 山田さんは いつも 元気が ありません。
C. 山田さんは このごろ 元気が ありません。
D. 山田さんは この間 元気が ありません。
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Câu 46. 車の 運転の し方が 分かりません。
A. どう やって 車を 運転するか 分かりません。
B. どうして 車を 運転するか 分かりません。
C. だれが 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。
Câu 47. 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 ぜんぜん 合わないと 思います。
B. この 仕事は あなたに とても 合うと 思います。
C. この 仕事は あなたに むずかしいと 思います。
D. この 仕事は あなたに かんたんだと 思います。
Câu 48. 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 多く なるそうです。
B. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 少なく なるそうです。
C. 新聞に よると、とうきょうの 人口は ふえて いるそうです。
D. 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。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 49 đến câu 50.
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 49. 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 50. 「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。
------------------------ HẾT ------------------------

Trang 5/5 - Mã đề thi 522

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NHẬT
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ...........................................................................
Số báo danh: ................................................................................

Mã đề thi 523

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. 先生に いろいろ 教えて いただいたので、はやく 上手に なった。
A. じようず
B. じよずう
C. じょうずう
D. じょうず
Câu 2. 明日の 午前中に 新しい きかいの 使い方を 習う よていです。
A. ごぜんちゅ
B. ごごちゅ
C. ごぜんちゅう
D. ごごちゅう
Câu 3. ゆうびんきょくは 何時に 始まって、何時に 終わるか、知って いますか。
A. きまって
B. はじまって
C. あやまって
D. しまって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 4. わすれないでね。かならず ＿＿＿を はってから、ポストに 入れてね。
A. 動物
B. 名前
C. 漢字
D. 切手
Câu 5.私の 家は あの しんごう＿＿＿ わたって 右へ すこし 行った ところに あります。
A. へ
B. を
C. で
D. に
Câu 6.
山田：「何を 食べますか。」
田中：「私は てんぷら＿＿＿ します。」
A. が
B. を
C. に
D. と
Câu 7. 今日は 暑いですね。つめたい ＿＿＿は どうですか。
A. ケーキ
B. スプーン
C. サラダ
D. ジュース
Câu 8. ゆうべは 10 時まで 仕事で 会社に ＿＿＿ いました。
A. のこって
B. ついて
C. やって
D. むかって
Câu 9. こちらの 本は ＿＿＿に おとり ください。
A. きらい
B. じゆう
C. ふべん
D. じゃま
Câu 10. 電気が ＿＿＿から、山田さんは 家に いないかも しれません。
A. きえて みます
B. きえて おきます C. きえて います
D. きえて あります
Câu 11. けんこうの ために、たばこを ＿＿＿ ください。
A. すう
B. すった
C. すって
D. すわないで
Câu 12. 山田さんは きのう 来ると 言って いたので、きっと ＿＿＿。
A. 来るでしょう
B. 来そうです
C. 来るそうです
D. 来るみたいです
Câu 13. ニュースに よると、その じこで 死んだ 人は ＿＿＿そうです。
A. 50 人の
B. 50 人
C. 50 人な
D. 50 人だ
Câu 14.
田中：「この 薬は かならず 飲まなければ なりませんか。」
山田：「いいえ、いたく なかったら、＿＿＿。」
A. いつでも 飲んでも いいです
B. 飲んだ ほうが いいです
C. 飲まなければ なりません
D. 飲まなくても いいです
Câu 15. ＿＿＿そうな レストランですから、入るのを やめましょう。
A. たかい
B. たか
C. たかかった
D. たかく
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Câu 16.
田中：「来週 また 来ますよ。」
山田：「じゃ、＿＿＿ 時に もう 一度 そうだんしましょう。｣
A. あの
B. この
C. どの
D. その
Câu 17. ＿＿＿が もらえませんから、アルバイトを しなければ なりません。
A. しょうたいじょう B. しょうひん
C. しょうがくきん
D. しょくぎょう
Câu 18. 今、ベトナムでは、日本料理の レストランは ＿＿＿ あります。
A. どこででも
B. だれとも
C. だれでも
D. どこにでも
Câu 19. 私は きのう きんじょの 大きい 犬に 手＿＿＿ かまれて しまいました。
A. は
B. を
C. が
D. に
Câu 20. 私が 今から ＿＿＿ とおりに、書いて ください。
A. 言った
B. 言う
C. 言って
D. 言おう
Câu 21. 前は だめでしたが、今は すこし 日本語が ＿＿＿ように なりました。
A. 話します
B. 話せる
C. 話し
D. 話す
Câu 22. この けいざいの 本は 英語で ＿＿＿ います。
A. 書いて
B. 書けて
C. 書かせて
D. 書かれて
Câu 23. お正月休みが 始まって、子どもたちは ＿＿＿して います。
A. うきうき
B. ぺこぺこ
C. いらいら
D. すらすら
Câu 24. きのう 家に 帰ったら、大きな にもつ＿＿＿ とどいて いた。
A. が
B. で
C. へ
D. を
Câu 25. 私は どこででも ＿＿＿ ねる ことが できます。
A. がっかり
B. はっきり
C. ぐっすり
D. びっくり
Câu 26. 来週 しゅっちょうで 日本へ ＿＿＿ ことに なりました。
A. 行く
B. 行こう
C. 行け
D. 行き
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 27.
山田：「ちこくして、すみませんでした。」
田中：「＿＿＿。」
A. ええ、じゃましましたね
B. どういたしまして
C. つぎは 気を つけて くださいね
D. ええ、ちこくしそうでしたね
Câu 28.
店員：「M サイズしか ありませんが、よろしいですか。」
おきゃくさん：「＿＿＿。｣
A. ええ、かまいませんよ
B. いいえ、しつれいします
C. ええ、かしこまりました
D. いいえ、どういたしまして
Câu 29.
田中：「家へ 帰る 時、この 手紙を 出して ください。」
山田：「＿＿＿。」
A. 分かりました。出して ください
B. ああ、いいですよ。ありがとう ございました
C. 分かりました。テーブルに おいて おいて ください
D. ああ、いいですよ。自分で 書いた ほうが いいですよ
Câu 30.
山田：「いっしょに 帰りませんか。」
田中：「すみません。これを コピーしなければ なりませんから、＿＿＿。」
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A. そろそろ しつれいします
C. いって いらっしゃい

B. また 今度 おねがいします
D. お先に どうぞ

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 31. 先生は わらいながら、私の しつもんを ていねいに 答えて くださいました。
A
B
C
D
Câu 32. 日本人は 食事が 終わる 時、「ごちそうさまでした。」と 言います。
A
B
C
D
Câu 33. まだ 病気を なおらないから、むりは しない ほうが いいですよ。
A
B
C
D
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 34. エレベーターが ないと、重い にもつを はこぶのは たいへんです。
A. 運ぶ
B. 軽ぶ
C. 転ぶ
D. 連ぶ
Câu 35. あの 人は 世界で ゆうめいな 歌手です。
A. 有明
B. 夕名
C. 夕明
D. 有名
Câu 36. 友だちから えいがの チケットを 2 まい もらったんですが、いっしょに
見に 行きませんか。
A. 映画
B. 英画
C. 暎画
D. 央画
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 37 đến câu 40.
今年の 夏、私は 家族で 山の 中に ある ホテルに とまりました。
駅から ホテルの 近くの バスていまで、バスで 2 時間いじょう かかりました。
バスていから ホテルまでは、ほそい 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、むすこは「テレビが 見たい。」
「ゲームが したい。」と 言いました。しかし、この ホテルには どちらも ありません。
それから、れいぞうこも エアコンも ありません。この ホテルは べんりでは
ありませんでしたが、山や みずうみで いろいろな ことが できました。
へやに にもつを おいて まどを 開けると、みずうみから すずしい 風が 入って
きました。すこし 休んでから、まだ 明るかったので、さんぽに 出かけました。空気が
おいしくて、けしきも うつくしかったです。夜は ほしが とても きれいでした。
ホテルに いる 間は 毎日 みんなで さんぽを したり、みずうみで およいだり、むしを
とったり、ひるねを 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。こんな 生活も いいね。｣と 話しながら、
家に 帰りました。
（国際交流基金、2012 年、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社により）

Câu 37. この 人は どんな ホテルに とまりましたか。
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 ものが あって、べんりな ホテル
Câu 38. 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 のって、バスていから 2 時間いじょう 歩きました。
B. 駅から 30 分 バスていまで 歩いて、バスに 2 時間いじょう のりました。
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C. 駅から 2時間いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。
D. 駅から 2時間近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。
Câu 39. ホテルに 着いてから、何を しましたか。
A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。
B. へやで すこし 休んでから、さんぽに 行きました。
C. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。
D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。
Câu 40. 「こんな 生活」と ありますが、どんな 生活ですか。
A. 山で あそんだり、ひるねを したり する 生活
B. ゲームを したり、むしを とったり する 生活
C. さんぽを したり、テレビを 見たり する 生活
D. おいしい ものを 食べて、何も しない 生活
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 41 đến câu 44.
日本へ 来て 一ばん たいへんだった ことは 病気を した ことでした。日本へ 来て
3 か月が すぎた ころでした。朝 起きたら、胃（注）が いたくて 何も (41)＿＿＿。
(42)＿＿＿、よく 分かりませんでした。薬を 飲んで 会社へ 行きましたが、午後に
なると、もっと 悪く なりました。(43)＿＿＿、いっしょに はたらいて いる 田中さんに
教えて もらって、近くの 病院へ 行きました。
お医者さんに「(44)＿＿＿ですよ。いい 薬を あげますから、すぐに なおりますよ」と
言われました。3 日ぐらい したら、なおりましたが、会社の 人たちに めいわくを
かけて しまいました。これからは、けんこうに 気を つける ように しようと
思いました。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

（注）胃：dạ dày
Câu 41.
A. 食べたく ありませんでした
C. 行きたく ありませんでした
Câu 42.
A. どう やって 胃が いたく なったか
C. どうして 胃が いたく なったのか
Câu 43.
A. それで
B. そして
Câu 44.
A. とても しんぱいしても かまわない
C. あまり しんぱいしないと よくない

B. はたらきたく ありませんでした
D. ねたく ありませんでした
B. どうして 胃が いたく なったのに
D. どう やって 胃が いたく なったのに
C. しかし

D. それに

B. とても しんぱいした ほうが いい
D. あまり しんぱいしなくても いい

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 45. 明日の
A. 明日の 朝
B. 明日の 朝
C. 明日の 朝
D. 明日の 朝

朝 6 時に 学校に 集まって ください。
6 時に 学校に 来て ください。
6 時に 学校で 勉強して ください。
6 時に 学校を 出て ください。
6 時に 学校を さんぽして ください。
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Câu 46. 駅へ 行く バスは すいて います。
A. 駅へ 行く バスは 人が あまり のって いません。
B. 駅へ 行く バスは 人が たくさん のって います。
C. 駅へ 行く バスは なかなか 来ません。
D. 駅へ 行く バスは すぐ 来ます。
Câu 47. 休む 時、なるべく れんらくして ください。
A. 休む 時、やっと れんらくして ください。
B. 休む 時、すぐ れんらくして ください。
C. 休む 時、できるだけ れんらくして ください。
D. 休む 時、ずっと れんらくして ください。
Câu 48. 山本さんは 日本の むかしばなしを 研究して います。
A. 山本さんの せんもんは 日本の れきしです。
B. 山本さんの せんもんは 日本の けいざいです。
C. 山本さんの せんもんは 日本の 文学です。
D. 山本さんの せんもんは 日本の 地理です。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 49 đến câu 50.
私は 18 さいの 女子高校生です。来年、大学に 行きたいと 思って います。私の
しゅみは 写真を とる ことです。私の 住んで いる 町は 山の 中に あって
き れ い な み ず う み が あ り ま す 。 学校が 休みの 時は いつも 山や みずうみに
行って 写真を とって います。学校の 勉強は れきしが 好きです。大学では れきしの
勉強を しようと 思って います。れきしの 時間に 勉強した 場所を 旅行して 写真を
たくさん とるのが ゆめです。
私 は こ ん な 女 の 子 で す 。 同 じ し ゅ み の 人 、 私 と 友 だ ち に なって
ください。下 の 住 所 に 手 紙 を く だ さ い 。 同 じ ぐ ら い の ね ん れ い の 人が
いいです。よろしく おねがいします。
（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）

Câu 49. この 人は なぜ この ぶんしょうを 書きましたか。
A. 大学に 行きたいから。
B. 友だちを 作りたいから。
C. 旅行が したいから。
D. 写真が とりたいから。
Câu 50. この 人は どんな 人ですか。
A. れきしの 勉強を して いる 人
B. 大学に 行って いる 人
C. よく 写真を とって いる 人
D. 友だちが たくさん いる 人
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong
các câu sau.
Câu 1. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。
A. ふるい
B. あかるい
C. かるい
D. まるい
Câu 2. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。
A. だいふう
B. たいふ
C. たいふう
D. だいふ
Câu 3. この かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。
A. いって
B. おもって
C. なって
D. はいって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 4. この 町は さいきん じんこうが ふえました。
A. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。
B. この 町は さいきん 車が 多く なりました。
C. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。
D. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。
Câu 5. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。
A. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。
B. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。
C. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。
D. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。
Câu 6. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。
A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。
B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。
C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。
D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。
Câu 7. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。
A. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。
B. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。
C. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。
D. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 8 đến câu 9.
4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 ９時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。じゅぎょうの
後は、よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に 帰ります。友だちは
夜 おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。学校は
7 月２1 日までです。それから、夏休みに なります。後 1 か月で 夏休みです。
夏休みには、友だちの チンさんと ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育により）
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Câu 8. 何月に この 文を 書きましたか。
A. 4 月
B. 5 月
C. 6 月
Câu 9. ないようと 合って いるものは どれですか。
A. もう 夏休みです。
B. 毎日 9 時から 3 時まで ずっと 勉強して います。
C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。
D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。

D. 7 月

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 10. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。
A
B
C
D
Câu 11.
田中：｢その りんご、大きくて、赤そうですね。」
A
B
山田：｢ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」
C
D
Câu 12. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。
A
B
C
D
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 13 đến câu 16.
私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を
読んで いる 人、ねて いる 人などで、(13)＿＿＿。私は、ゆうせんせき（注）の 前に 立って
いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。おじいさんは、
ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、かわって
くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が 聞こえなかったようです。
おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と
言いました。(14)＿＿＿ 高校生は、ゲームを つづけて いました。私は、いやな 気持ちで
電車に のって いました。ゆうせんせきは (15)＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、
まわりに ゆうせんせきが ひつような 人が いないか どうか、いつも (16)＿＿＿と
思います。
（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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên (dành cho người tàn tật, người già ...)
Câu 13.
A. すいて いました
C. すいて いたようです
Câu 14.
A. それなのに
B. たとえば
Câu 15.
A. だれも すわらなくても
C. だれが すわっても
Câu 16.
A. 気を つけなければ ならない
C. 気に ならなければ ならない

B. こんで いました
D. こんで いたようです
C. すると

D. だから

B. だれも すわらない ほうが
D. だれは すわった ほうが
B. 気に しないで いい
D. 気が しても いい

Trang 2/5 - Mã đề thi 524

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 17 đến câu 20.
私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で
行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと
見る ことが できる。友たちに いそがされて（注）見たい ものが 見られないのは
とても ざんねんだ。
友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。だれも
話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも しれない。何か
すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく なる。その 時
そばに だれも いなかったら さびしいだろう。
しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った
ことは ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに
して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。
ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は
旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により）

（注）いそがす：thúc giục, giục giã
Câu 17. この 人は どんな 旅行が 好きですか。
A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行
B. 知らない 人と 行く 旅行
C. 友だちと 楽しく 行く 旅行
D. 一人で さびしく 行く 旅行
Câu 18. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。
A. 友だちと 話す
B. 近くの 人と 話す
C. 友だちに 手紙を 書く
D. 写真を とる
Câu 19. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。
A. 旅行の ことが 思い出せる こと
B. 手紙が もらえる こと
C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと
D. 自分の 気持ちが つたえられる こと
Câu 20. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。
A. 友だちと 楽しく 話す こと
B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと
C. すばらしい けしきを 見る こと
D. 知らない 人と 話す こと
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 21. りゅうがくの 時、病気に なって 1 か月ぐらい にゅういんして しまいました。
A. 人阮
B. 入院
C. 人院
D. 入阮
Câu 22. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。
A. 安かった
B. 好かった
C. 案かった
D. 女かった
Câu 23. 9 時に しゅっぱつしますから、8 時半に 駅の 前に あつまって ください。
A. 準まって
B. 集まって
C. 焦まって
D. 進まって
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 24. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。
A. なんだい
B. なんぼん
C. なんまい
D. なんさつ
Câu 25. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。
A. レインコート
B. プロジェクト
C. プロジェクター
D. アルバイト
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Câu 26. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。
A. 上手な
B. 上手で
C. 上手
D. 上手だ
Câu 27. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。
A. べんり
B. かんたん
C. じゃま
D. ふべん
Câu 28. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。
A. さわりますは
B. さわれば
C. さわっては
D. さわらないで
Câu 29. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。
A. たんじょうび
B. たんじょうびな
C. たんじょうびだった
D. たんじょうびだ
Câu 30. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。
A. 飲みおわって
B. 飲みはじめて
C. 飲みすぎて
D. 飲みだして
Câu 31. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。
A. いそがしでも
B. いそがしいでも
C. いそがしても
D. いそがしくても
Câu 32.
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」
山田：「いそがしいから、＿＿＿。」
A. 行けないかも しれません
B. 行った ことが ありません
C. 行って ほしく ありません
D. 行かなければ なりません
Câu 33. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。
A. 1 年中
B. 学校中
C. 今日中
D. 家中
Câu 34. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。
A. どうぐ
B. かんそう
C. かんけい
D. せんもん
Câu 35. 先週の 土よう日は どこ______ 出かけませんでした。
A. までも
B. へも
C. でも
D. かへ
Câu 36. 友だち______ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って
みました。
A. から
B. は
C. まで
D. が
Câu 37.
山下：｢いい 天気ですね。」
森田：｢ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」
A. どんな
B. あんな
C. そんな
D. こんな
Câu 38.
田中：｢かれの えは すばらしかったよ。」
山田：｢うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」
A. 有名な
B. 有名
C. 有名だ
D. 有名の
Câu 39. ジョンさんは 10 年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。
A. にこにこ
B. うきうき
C. ぺこぺこ
D. ぺらぺら
Câu 40. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。
A. そだてる
B. 考える
C. 生まれる
D. かたづける
Câu 41. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。
A. ちょうど
B. とうとう
C. やっと
D. さっき
Câu 42. つかれたから、コーヒー______ 飲みませんか。
A. でも
B. と
C. まで
D. が
Câu 43. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。
A. はいて
B. はけて
C. はかなく
D. はけなく
Câu 44. 友子さんは 友だちに「ともちゃん」と ニックネーム______ よばれて います。
A. が
B. で
C. を
D. と
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Câu 45. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。
A. いない
B. いて
C. いた
D. いる
Câu 46.
山田：｢さいふが ＿＿＿。」
田中：｢あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. おとしたかも しれませんよ
B. おとしたみたいですよ
C. おちそうですよ
D. おちるそうですよ
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 47.
山田：｢お子さんの けがは どうですか。」
田中：｢なかなか よく ならないんです。」
山田：｢＿＿＿。」
A. おめでとう ございます
B. それは いけませんね
C. おかげさまで
D. どうぞ お元気で
Câu 48.
田中：｢明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」
山田：｢＿＿＿。」
A. ええ、よかったですね
B. ええ、たいへんですね
C. ええ、休ませても いいですよ
D. ええ、かまいませんよ
Câu 49.
田中：｢映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」
山田：｢______。」
A. わるいけど、行かなければ ならない
B. わるいけど、まだ 行かないよ
C. ありがとう。じゃ、2 まい くれる
D. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ
Câu 50.
田中：｢あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」
山田：｢＿＿＿。」
A. そうだよ。出ても いいよ
B. へえ、すごい。がんばってね
C. そうだね。出た ほうが いいよ
D. えっ、とても 上手だったね
------------------------ HẾT ------------------------
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