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Họ, tên thí sinh: .................................................................. 

Số báo danh: .......................................................................  

Mã đề thi 001 

 

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

trong các câu sau.  

Câu 1. この かばんは かるくて じょうぶですから、大好きです。  

A. 軼くて  B. 軽くて  C. 輸くて  D. 輅くて  

Câu 2. もうすぐ お正月ですから、おいしい 料理を よういします。  

A. 用意  B. 有音  C. 用音  D. 有意  

Câu 3. 兄は 毎日 車で 重い にもつを はこんで います。  

A. 運んで   B. 暉んで  C. 連んで  D. 渾んで  

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

Câu 4. 大事な ことだから、よく 考えて くださいね。  

A. おぼえて  B. かんがえて  C. つたえて  D. ならえて  

Câu 5. 明日の 午前中に 日本大使館へ 行く つもりです。  

A. だいしかん  B. だいじかん  C. たいじかん  D. たいしかん  

Câu 6. きのうから 天気が 悪く なって、明日も 雨かも しれません。  

A. ひどく  B. さむく  C. あつく  D. わるく  

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

Câu 7. きのう かいぎの しりょうは つくえの ＿＿＿の 中に 入れました。 

A. たな B. かがみ  C. ひきだし  D. かばん   

Câu 8.＿＿＿が 好きですから、よく しょうせつを 読みます。  

A. たいいく  B. ぶつり  C. すうがく D. ぶんがく  

Câu 9. この コンピューターは ＿＿＿ いますから、私のを 貸しましょうか。  

A. われて  B. おれて  C. こわれて  D. とれて  

Câu 10. 今朝 早く 起きて 勉強しようと 思いましたが、＿＿＿でした。  

A. だめ  B. きゅう  C. じゆう  D. べつ  

Câu 11. ＿＿＿は リサイクルできますから、あらって おきます。  

A. クラブ  B. ペット C. クリーニング  D. ペットボトル  

Câu 12. こうつうじゅうたいで 前の 車が 少しも 進まなくて、＿＿＿して います。  

A. すらすら  B. いらいら  C. うきうき  D. どきどき  

Câu 13. 山田さんは いつも ＿＿＿ 自分の 考えを 言います。  

A. がっかり  B. はっきり  C. ぐっすり  D. びっくり  

Câu 14. これは ぬの＿＿＿ 作られた にんぎょうです。  

A. を  B. で  C. から  D. に  
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Câu 15. 明日の パーティーは、ぶちょうではなくて、私______ しゅっせきします。  

A. が  B. は  C. に  D. を  

Câu 16. 私の 時計______ ちょうど 9時です。  

A. に  B. から  C. を  D. で  

Câu 17. あ、まど＿＿＿ 開いて いたから、寒かったんですね。  

A. に  B. が  C. を  D. で  

Câu 18. 私は 日本に 行った 時、＿＿＿ので、日本の ことを あまり おぼえて いません。  

A. 2 さいだ  B. 2 さい  C. 2 さいだった  D. 2 さいな  

Câu 19. 今日は 母の たんじょうびですから、早く 家へ ＿＿＿なければ なりません。  

A. 帰ら  B. 帰ろ  C. 帰れ  D. 帰り  

Câu 20. 山田：「もう おそいですから、バスていまで 走りましょう。」 

        田中：「＿＿＿も 間に合わないよ。」 

A. 走り  B. 走ろう  C. 走って  D. 走る  

Câu 21. 空が 暗く なりました。今にも 雨が ＿＿＿そうです。  

A. ふり  B. ふって  C. ふる  D. ふった  

Câu 22. 暑いね。どこか すずしい 所で 少し ＿＿＿か。  

A. 休んで  B. 休み  C. 休もう  D. 休んだ  

Câu 23. 新しい 会社は 家から ＿＿＿すぎて、ふべんです。  

A. とおく  B. とおくて  C. とお  D. とおい  

Câu 24. 田中さんは 頭も いいし、＿＿＿し、すてきな 女の 人です。  

A. きれいで  B. きれいな  C. きれいだ  D. きれい  

Câu 25. このごろ 肉を 食べない 人が ＿＿＿。  

A. ふえて きました  B. ふえる ことに なりました  

C. ふえて いきました  D. ふえる ことに しました  

Câu 26.  山田：「あの レストラン、いつも こんで いますね。」 

         田中：「ええ、友だちの 話に よると、とても ＿＿＿よ。」 

A. おいしいそうです  B. おいしいかも しれません  

C. おいしそうです  D. おいしいみたいです  

Câu 27. 日本語が 上手に なりたかったら、一生けんめい ＿＿＿。  

A. 勉強してね   B. 勉強しないで ほしい  

C. 勉強しない ほうが いい  D. 勉強しては いけない  

Câu 28. 山田：「学校の かがい活動は  ＿＿＿ですか。」 

        田中：「おもしろいです。」 

A. どれ  B. どう  C. どちら  D. どこ  

Câu 29. 山下：「今日の 映画は よかったですね。」  

        田中：「そうですね。とくに ＿＿＿ お母さんは おもしろかったですね。」 

A. どの  B. この  C. その  D. あの  

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

Câu 30. レポートが たくさん ありましたが、さいごの 一つが どんどん 終わりました。  

               A       B           C                    D 
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Câu 31. あの 先生の 声が 小さくて、何も 聞かないから、こまって います。  

          A     B    C        D  

Câu 32. テーブルの 上に 母が 作った ケーキを おいて ありますから、れいぞうこに  

               A                       B                                 C          

入れて おいて ください。  

     D 

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

Câu 33. 友だちに 旅行の 計画を かくにんするため、電話しました。  

 A.旅行の 計画を もう 一度 聞くため、友だちに 電話しました。            

 B.旅行の 計画を かえるため、友だちに 電話しました。  

 C.旅行の 計画を 教えるため、友だちに 電話しました。  

 D.旅行の 計画を 立てるため、友だちに 電話しました。  

Câu 34. この まわりに コンビニが ありませんか。  

 A. この よこに コンビニが ありませんか。  

 B. この 前に コンビニが ありませんか。  

 C. この 後ろに コンビニが ありませんか。  

 D. この 近くに コンビニが ありませんか。  

Câu 35. 親が りゅうがくの ことを 分かって くれました。  

 A. 親に りゅうがくに 行っては いけないと 言われました。  

 B. 親に りゅうがくに 行かせて もらいました。  

 C. 親に りゅうがくに 行くのが よく ないと 言われました。  

 D. 親に りゅうがくに 行かれて しまいました。  

Câu 36. はじめに お金を 入れて、それから この ボタンを おして ください。  

A. さいごに お金を 入れて、それから この ボタンを おして ください。  

 B. まず お金を 入れて、それから この ボタンを おして ください。  

 C. つぎに お金を 入れて、それから この ボタンを おして ください。  

 D. あとで お金を 入れて、それから この ボタンを おして ください。  

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

trong các câu sau. 

Câu 37. 山田：「ゆうしょう、おめでとう ございます。」 

            田中：「＿＿＿。」  

A. かしこまります  B. おじゃま します  

C. ありがとう ございます  D. しつれいします  

Câu 38. 田中：「この 字は とても 小さいから、もう 少し 大きく したら どうですか。」 

            山田：「＿＿＿。」  

A. ええ、読みやすかったんです B. そうですね。読みにくいですね 

C. じゃ、大きく しないんです D. うん、小さく して いないんですね 

Câu 39. 田中：「いい 仕事を さがして いるんです。」 

            山田：「______。」  

 A. いい 仕事が 見つかったら、いいですね  

 B. いい 仕事が あって、よかったですね  

 C. いい 仕事が あって、ざんねんでしたね  

 D. いい 仕事が 見つかったら、ざんねんですね  
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Câu 40. 山田：「コーヒー、もう いっぱい いかがですか。」 

            田中：「＿＿＿。」  

A. いいえ、どういたしまして  B. いいえ、けっこうです  

C. いいえ、まだです  D. いいえ、いただきます  

 

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

 10 月の 3 ばん目の 日よう日は「まごの 日」だと デパートが 言いはじめた。その 日は 

まごと あそぶ 日なのだそうだが、おもちゃ売り場に 大きな 字で「まごの 日の プレゼント」

などと 書かれて いるのを 見ると デパートは 頭が いいと 思う。ほとんどの 人が「まご

の 日」を 知ったのは、新聞で 読んだり デパートに 行ったり した 時だと 答えて いる。

しかし まだ 知らない 人も 多い。はじめて 聞いた 時に 「デパートは うまい ことを 

考えた ものだ。」と 多くの 人が 思ったそうだ。おじいさん、おばあさんは お金を 持って 

いる。まごは かわいいから まごの ために お金を 使うだろう。いつか 「母の 日」の 

ように まごに プレゼントを 買う 日に なるかも しれない。 

(北嶋 千鶴子、2006 年、『初級読解問題 55 Level 3』、凡人社により) 

Câu 41. 「まごの 日」の せつめいと 合って いるのは どれですか。  

 A. 「まごの 日」は 国が 決めた。  

 B. デパートに 行かない 人は「まごの 日」を 知らない。  

 C. デパートが 決めたので、知って いる 人が 多い。  

 D. まだ「まごの 日」を 知らない 人も おおぜい いる。  

 

Câu 42. 「まごの 日」は これから どう なると 言って いますか。  

A. すぐに みんなに 知られる ように なるだろう。  

 B. いつか みんなに 知られる ように なるかも しれない。  

 C. 世界中に 知られる ように なるかも しれない。  

 D. 「まごの 日」は みんなが こまる 日に なるだろう。  

 

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

 日本の お父さん、お母さん 

 お元気ですか。アメリカに 帰って もう 1 週間が たちました。(43) ＿＿＿、日本の 

お父さんと お母さんの ことを 思い出します。2 週間の ホームステイは、とても 

楽しかったです。私は ホームステイを するまで、日本料理を (44) ＿＿＿。はじめて 

食べた 日本料理は、とても おいしかったです。その 中でも、とくに お母さんが 作って 

くれた「すきやき」の 味は わすれられません。 

 この間、日本で 買った ざいりょうを 使って、アメリカで「すきやき」を 作って 

みました。(45) ＿＿＿ あまり 上手に できませんでした。もう 少し れんしゅうしようと 

思って います。 

 もし 時間が あったら、(46) ＿＿＿。今度は 私の 国の 料理を しょうかいします。 

 それでは、また。お元気で。 

 ベロニカ 

（青水知子、2010年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験 完全模試 N4』、Jリサーチにより） 

Câu 43.  

 A. アメリカの 写真を 見ると             B. ホームステイの 時の 写真を 見ると  

 C. アメリカの 写真を 見ないと       D. ホームステイの 時の 写真を 見ないと  

Câu 44.  

A. 食べない ほうが いいです  B. 食べた ほうが いいです  

C. 食べた ことが ありました  D. 食べた ことが ありませんでした  
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Câu 45.  

A. それから  B. それで  C. でも  D. それに  

Câu 46.  

A. ぜひ 作って くださいね  B. ぜひ 食べて くださいね  

C. ぜひ 買って くださいね  D. ぜひ 私の 家にも 来て くださいね  

 

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

 日本では むかしから ひっこしを した 時、近所の 家へ あいさつに 行く しゅうかんが 

あります。「これから いろいろ お世話に なります。どうぞ よろしく おねがい します。」と 

いう いみです。 

 アパートや マンションでは、自分の へやの となりに 住んで いる 人や、上の へやと 

下の へやに 住んで いる 人などに あいさつを します。ひっこしを したら、すぐに 

あいさつに 行きましょう。あいさつに 行く 時は、小さな 品物を 持って 行く ことが 

多いです。たとえば、タオルや せっけん、おかしなどです。しかし、大事なのは あいさつを 

する ことなのですから、どんな 物を 持って 行くかは あまり しんぱいしなくても 

いいです。あいさつに 行ったけれど、るすだった 時は、あいさつの ことばを 書いた 

手紙などを げんかんの ポストに 入れて おくのが いいです。 

 さいきんは、「ひっこしの あいさつ」を しない 人も 多く なって います。とくに、

一人で 住む 時は、あいさつを しない 人が たくさん います。しかし、私は「ひっこしの 

あいさつ」は、やはり いい しゅうかんだと 思います。 

(国際交流基金、2010年、『新しい日本語能力試験ガイドブック N4、N5』、凡人社により） 

Câu 47. 日本では、ひっこしを した 時、どんな しゅうかんが ありますか。  

 A. となりの 人から 何か 小さな 物を もらう。  

 B. 小さな 物を 持って 近所に あいさつする。  

 C. となりの 人に あいさつの 手紙を 書いて 出す。  

 D. あいさつの 手紙を 自分の 家の げんかんに はる。  

Câu 48. どうして「ひっこしの あいさつ」を しますか。  

 A. アパートなどに 住む 時は、ほとんどの 人が して いるから。  

 B. ひっこしを したら かならず しなければ ならないから。  

 C. 「これから ここに 住みます」と 知らせないと、しつれいだから。  

 D. 「よろしく おねがいします。」と いう 気持ちを 伝えたいから。  

Câu 49. 手紙などを げんかんの ポストに 入れて おくのは どうしてですか。  

 A. 後で 品物を とりに 来て ほしいから。  

 B. あいさつに 来た ことを 知らせたいから。  

 C. ひまな 時に あそびに 来て ほしいから。  

 D. 後で れんらくして もらいたいから。  

Câu 50. さいきんは、どんな 人が ふえて いますか。  

A. 「ひっこしの あいさつ」を しない 人  B. 一人で 住む 人  

C. 「ひっこしの あいさつ」を する 人  D. ほかの 人と 住む 人  

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

 

 

  


