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Mã đề thi 509

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: この 池には 魚が たくさん いるので、よく つりに 来ます。
A. うみ
B. いけ
C. みずうみ
D. かわ
Câu 2: やくそくの 時間を ちゃんと 守って ください。
A. うって
B. ならって
C. きって
D. まもって
Câu 3: 私に とって 母は 大切な 人です。
A. だいせつ
B. たいせつ
C. だいぜつ
D. たいぜつ
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 4
đến câu 7.
私は 今年 3月に コンピューターの せんもん学校を そつぎょうして、会社に
入りました。今 6月ですから、(4)＿＿＿、3か月 すぎました。とても いそがしかったです。
でも、コンピューターの (5)＿＿＿から、毎日 たいへん 楽しいです。
しかし、私は 今 こまって います。毎日 仕事が 終わってから、かちょうが「飲みに
行こう。」と 私に 言うからです。私は あまり おさけが 好きでは ありません。
(6)＿＿＿、仕事が 終わってから 会社の 人と いっしょに おさけを 飲みたく
ありません。学校の 友だちや ガールフレンドと 行く ほうが 楽しいです。でも、
今まで いつも かちょうと いっしょに 飲みに 行きました。来週は「すみません、
今日は ちょっと 用事が ありますので、(7)＿＿＿。」と 言いたいと 思って います。
(三井豊子・その他、1994年、『初級日本語問題集読解20のテーマ』、凡人社）

Câu 4:
A. サラリーマンに なっても
B. 学生に なるのに
C. サラリーマンに なってから
D. 学生に なるために
Câu 5:
A. 仕事が 好きでは ありません
B. 仕事が 好きです
C. 勉強が 好きです
D. 勉強が 好きでは ありません
Câu 6:
A. そして
B. しかし
C. すると
D. それなのに
Câu 7:
A. 飲みに 行きましょう
B. 仕事を しましょう
C. いっしょに 行けません
D. てつだって ください
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau.
Câu 8: どこかで さいふを なくしました。
A. どこかで さいふを わたしました。
B. どこかで さいふを かけました。
C. どこかで さいふを おとしました。
D. どこかで さいふを もらいました。
Câu 9: はさみは たぶん ひき出しの 中ですよ。
A. はさみは やっぱり ひき出しの 中ですよ。
B. はさみは たしか ひき出しの 中ですよ。
C. はさみは しっかり ひき出しの 中ですよ。
D. はさみは はっきり ひき出しの 中ですよ。
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Câu 10: 友だちに コンサートに さそわれたが、用事で 行けなくて、ざんねんだった。
A. 友だちに コンサートに さそって もらったので、用事でも 行かなければ ならなかった。
B. 友だちが 私を コンサートに さそって くれたが、用事で 行かなかった。
C. 私は 友だちを さそったが、友だちは 用事で コンサートに 行かなかった。
D. コンサートに さそわれたが、私も 友だちも 用事で コンサートに 行けなかった。
Câu 11: この 服は 色も サイズも 田中さんに ちょうど いいです。
A. この 服は 田中さんが よく 着て いる 服です。
B. この 服は 田中さんだけに 着られます。
C. この 服は 田中さんだけに 合って います。
D. この 服は 田中さんに よく 合って います。
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 12: おなかが
A

すいて いる
B

Câu 13: すみませんが、こまかい

時は 何も おいしいです。
C
D
お金を

200円

借りて いただけませんか。家に
A
B

さいふを わすれて しまったんです。
C
D
Câu 14: きのうは 朝 起きたり、せんたくを したり、日本語を 勉強したり
A
B
C
D
しましたから、とても つかれました。
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 15: 私が 言う ことを よく きいて ください。
A. 閉いて
B. 開いて
C. 聞いて
D. 闇いて
Câu 16: 朝 はやく 起きたら、日の 出が 見られますよ。
A. 早く
B. 草く
C. 旲く
D. 皁く
Câu 17: あぶないですから、あたまに 注意して ください。
A. 頭
B. 短
C. 題
D. 顔
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 18: きのう おさけを ＿＿＿、今日は とても つかれて います。
A. 飲みおわったら
B. 飲んで しまったら C. 飲みすぎて
D. 飲んで おいて
Câu 19: 山下：「山田さんが テレビに 出た
石田：「えっ、ほんとうですか。
A. あの
B. その
Câu 20: 「大学の しけんに
A. ごうかくできそうに
C. ごうかくしますために

」と

ことを 知って いますか。」
は ぜんぜん 知りませんでした。」
C. それ
D. あれ

おいのり します。
B. ごうかくできますように
D. ごうかくしますような

Câu 21: 山下：「だれか、てつだって くれませんか。」
石田：「はい、私が ＿＿＿。」
A. おてつだい なさいます
B. おてつだい いたします
C. てつだって おります
D. おてつだいに なります
Câu 22: アパートの
A. いなか

に ゆうびんきょくが ありますか。
B. まど
C. きんじょ

D. ちほう

Câu 23: 先週 きょうとで とった 写真を ______から、アドレスを 教えて ください。
A. かきます
B. うえます
C. おくります
D. おこないます
Câu 24: ＿＿＿、私は
A. 今から

母と ハノイへ
B. これから

行って、しんせきの
C. この間

けっこんしきに 出た。
D. このごろ
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Câu 25: 木村さんは えが 好きだそうです。へやの かべ＿＿＿ たくさん えが かけて
ありますよ。
A. に
B. が
C. へ
D. で
Câu 26: かれは だれにも そうだん
A. されないで
B. されなくて

、会社を やめました。
C. しないで

D. しなくて

Câu 27: 山下:「山田さんは 今日も 学校に 来ませんね。」
山田:「ええ、______かも しれません。」
A. 病気
B. 病気だ
C. 病気な
D. 病気の
Câu 28: この 学校の ＿＿＿では 学生は 教室の そうじを しなければ なりません。
A. きそく
B. しゅうかん
C. ほうりつ
D. りゆう
Câu 29: この 時計＿＿＿ 兄が くれた ものです。
A. に
B. の
C. は
D. を
Câu 30: この 仕事は 3日間
むりでしょうから、よく 考えて ください。
A. ごろ
B. では
C. から
D. まで
Câu 31: 田中さんは ＿＿＿し、スポーツも できるし、女の 子に 人気が あります。
A. ハンサムな
B. ハンサム
C. ハンサムだ
D. ハンサムに
Câu 32: 雨が ＿＿＿ ふって いるので、外に 出ない ほうが いいですよ。
A. ざあざあ
B. ぺらぺら
C. ぺこぺこ
D. すらすら
Câu 33: すみませんが、この パソコンの ＿＿＿方を 教えて いただけませんか。
A. 使って
B. 使い
C. 使え
D. 使う
Câu 34: 山下：「きょうとの ホテルは
でしたか。」
森田：「よかったですが、高かったです。コーヒーが いっぱい 800円も したんですよ。」
A. どちら
B. いかが
C. どこ
D. いくら
Câu 35: 今日は しゅくだいが 多すぎて、＿＿＿です。
A. あんしん
B. たいへん
C. あんぜん
D. しんせつ
Câu 36: 来月 北海道へ _______に 行く よていです。ほんとうに 楽しみに して います。
A. ホームステイ
B. プログラム
C. インターネット
D. スケジュール
Câu 37: 妹は
A. を

病気に

なって、りょうしん＿＿＿ しんぱいさせました。
B. に
C. が
D. は

ほしいです。よろしく
Câu 38: キャンプの 日が 決まりましたから、みんなに
おねがい します。
A. 知らせて
B. 知らせた
C. 知らせる
D. 知らせ
Câu 39: 先生：「しゅくだいを もう しましたか。」
学生：「すみません、きのう いそがしかったですから、まだ
。」
A. しました
B. して いません
C. しませんでした
D. して いませんでした
Câu 40: 田中：「だいじょうぶ。＿＿＿そうね。」
木村：「ええ、ちょっと ねつが あって…」
A. 元気じゃなさ
B. 元気じゃなく
C. 元気じゃないで
D. 元気じゃな
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 41: 山田:
田中:
A. テニスは
C. テニスも

「今度、いっしょに テニスを しませんか。」
「
。バレーボールなら できるけど…。」
B. テニスは ちょっと…
いいですね
D. テニスは とくいですよ
やりたいんですね

Câu 42: 田中：「すみませんが、ここで
山田：「
。」
A. そうですか。すみません
C. そうですよ。分かりません

たばこを

すわないで

ください。」

B. そうですよ。ありがとう
D. そうですね。知りません
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Câu 43: 山田：「どこへ 行くんですか。」
田中：「______。」
A. ちょっと そこまで
C. ちょっと いいですか

B. ちょっと しつれいです
D. ちょっと お待たせ しました

Câu 44: 田中：「すみません、この パソコンを 使わせて いただいても よろしいでしょうか。」
山田：「ええ、
。」
A. 使わせても いいですよ
B. かまいませんよ
C. 使っても いいんですね
D. お借り します
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 45
đến câu 48.

自転車は べんりで 空気も よごさないです。むかし 中国へ 行った 時、自転車が
多いので おどろいた ことが あります。しかし 自転車と いえば、オランダを
わすれては いけません。オランダは 世界で いちばんの 自転車国なのです。国の
広さも 人口も、日本の 10％ぐらいしか ありませんが、1人が どれだけ 自転車を
持って いるかを 見ても 自転車用の 道の 長さを 考えても 世界一だそうです。
国が どこでも 自転車を りようしやすい ように できて いる ことが 大きいようです。
オランダでは 電車は 自転車を のせられる ように なって います。また
駅も 自転車が とおれる ように なって います。それに 自転車で 会社に かようと、
お金が もらえると いう 話です。
日本でも 自転車を りようする 人は 多いですが、いろいろな 問題が うまれて
います。たとえば、止めては いけない 駅の 前の 道に、自転車が いっぱい おかれて
じゃまに なって います。また 自転車用の ための 道が ほとんど ないので、道を
歩いて いる 人に あぶないし、じゃまにも なって います。「自転車に もっと
のろう。」と いう 声が あがって いますが、それだけでは りようする 人は
ふえないでしょう。
（北嶋千鶴子、2006年、『初級読解問題55 日本語能力試験3級用』、凡人社 ）
Câu 45: どうして オランダでは 自転車を りようする 人が 多いのですか。
A. 自転車は お金が かからないからです。
B. 自転車を りようしやすい ように 国 全体が 作られて いるからです。
C. 自転車の 道が あるので、どこへでも 何よりも はやく 行けるからです。
D. 自転車の ほうが ほかの 物より べんりだからです。
Câu 46: オランダでの 自転車に ついて 正しく ない ものは どれですか。
A. 電車は 自転車を のせられる ように なって います。
B. 自転車用の 道は 世界で いちばん 長いです。
C. 一人が 自転車を 一台 ずつ 持って います。
D. 自転車を 使って 会社に かようと、お金が もらえます。
Câu 47: 日本の 問題は 何ですか。
A. 自転車を りようする 人が ふえない ことです。
B. 自転車を りようする 人が 多すぎる ことです。
C. 自転車を りようしても お金が もらえない ことです。
D. 自転車の りようが ほかの 人の じゃまに なって いる

ことです。

Câu 48: 自転車に ついて 何と 言って いますか。
A. 自転車を もっと 使った ほうが いいと いう 意見が あります。
B. 日本が 世界で いちばん 自転車が 多い 国です。
C. 日本には 自転車の ための 道が ぜんぜん ありません。
D. 日本は 自転車を へらしたら 問題が なくなります。
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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, từ câu 49
đến câu 50.
≪秋の 花火大会≫
空が きれいな 秋に、花火を 見ませんか。
場所：もみじこうえん
日時：11月21日 18時～19時
〇天気が 悪い 時は、つぎの 日に します。やるか やらないか 分からない 時は、
インターネットで 朝 9時に 知らせますので、見て ください。
〇寒いですから、あたたかい 服で 来て ください。
〇食べ物の お店が あります。
〇車で 来ないで ください。のやま駅から、歩いて 5分ぐらいです。
〇お金は いりません。
http://momijihanabi.co.jp
(日本語検定協会、『実用日本語検定E-F 123回』、 JTEST実務局)

Câu 49: 天気が
A. 11月20日

悪い

時は、いつ 花火大会を しますか。
B. 11月21日
C. 11月22日

D. 11月23日

Câu 50: ぶんしょうの ないようと 合って いるのは、どれですか。
A. 車で 行っても かまいません。
B. もみじこうえんで 食べ物は 売って いません。
C. 花火を 見る お金は 高く ないです。
D. あたたかい 服が いいです。
------------------------ HẾT ------------------------
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