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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: せいよう人の
考えて います。
A. 往んで
Câu 2: せかいで
A. 泄界

生き方を

知るために、一度

B. 任んで

いちばん 高い
B. 泄堺

その

C. 従んで

山は

エベレストです。
C. 世界

社会に

すんで

みようと

D. 住んで
D. 世堺

Câu 3: じしょに 書いて ある ことばの せつめいは ぜんぶ ただしいとは 言えません。
A. 止しい
B. 正しい
C. 王しい
D. 主しい
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 4
đến câu 5.
5月は「新茶」の きせつです。新茶とは 一年で いちばん はじめに とれる お茶の
ことです。
日本では、お茶の はを とる きせつが 一年に 4回 あります。その 中で、新茶は
いちばん 人気が あります。新茶は、ほかの きせつの お茶より、あまくて おいしいからです。
新茶の きせつに なると、デパートや お茶の 店では、新茶が 売られます。新茶は、
ねだんが 高いです。とくべつな お茶ですから、大切な 人へ プレゼントする ために、
新茶を 買う 人も います。
新茶は、少し ぬるい おゆ（注）を 使った ほうが、おいしく なるそうです。おゆが
あつすぎると、味が にがく なるそうですから、新茶を 飲む 時は、おゆの あつさに
気を つけましょう。
（日本語検定協会、『実用日本語検定E-F 126回』、JTEST実務局）

（注）ぬるい おゆ：nước ấm
Câu 4: 「新茶は いちばん 人気が あります」と
A. ねだんが 安くて あまいですから。
B. 味が おいしいですから。
C. めずらしいですから。
D. 色が きれいですから。

ありますが、どうしてですか。

Câu 5: ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。
A. 日本では、お茶の はは 5月にしか とれません。
B. 新茶の きせつは 1年に 4回 あります。
C. 新茶は ぬるい おゆを 使うと、おいしく 飲めます。
D. お茶の はは 古く なると、にがく なります。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 6
đến câu 9.
寒い 冬の 夜でした。げんかんの ベルが なったので、たろうは だれだろうと 思って、
げんかんを 見ました。そこには、大きい にもつを 持って いる 男の 人が 立って いました。
ゆうびんきょくの 人では なくて、たくはいびんを はいたつする（注1）人でした。
にもつは 北海道の おじさんからの 物でした。ほそくて 長い はこの 中には、
大きい 魚が 入って いました。赤くて 大きい はこの 上には「クリスマス プレゼント」と
書いて ありました。
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「あっ、ゆきだるま（注2）だ。」と たろうが はこを あけて、言いました。
たくはいびんで ゆきや 花や 肉や 魚も 送る ことが できます。ひくい おんどで、
とくべつな 入れ物に 入れて 送るのです。自分で 作った ケーキや、自分で かいた
えも 送る ことが できます。
たくはいびんは ゆうびんきょくでは なくて、スーパー、こめや、さかやなど いろいろな
店から 送る ことが できます。大きくて 重い にもつは 店まで 持って 行かなくても
いいのです。店に 電話を すると、たくはいびんの トラック（注3）が とりに 来ます。
私たちは たくはいびんを 使って、とても 早く 物を うけとったり（注4）送ったり
する ことが できます。げんかんから げんかんまで はいたつするので、とても べんりです。
（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）

（注1）はいたつする：chuyển phát
（注2）ゆきだるま：người tuyết
（注3）トラック：xe tải
（注4）うけとる: nhận
Câu 6: たくはいびんを 送れないのは どれですか。
A. スーパー
B. こめや
C. さかや
D. ゆうびんきょく
Câu 7: 北海道の おじさんから 来た にもつは いくつ ありましたか。
A. 一つ
B. 二つ
C. 三つ
D. 四つ
Câu 8: どうして ゆきだるまを 送る ことが できますか。
A. いろいろな 店から 送る ことが できるからです。
B. トラックが にもつを とりに 来るからです。
C. ひくい おんどで、とくべつな 入れ物に 入れて 送るからです。
D. げんかんから げんかんまで はいたつするからです。
Câu 9: ぶんしょうの ないようと 合って いないのは どれですか。
A. たくはいびんで 大きい はこを 送る 時は 店に とりに 来て もらえます。
B. ゆうびんきょくは 早く にもつを 送る ことが できて、とても べんりです。
C. たくはいびんで なま魚を 送る ことが できます。
D. たくはいびんは はやくて べんりです。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 10: 明日 好きな バンドの
が あって、楽しみに して います。
A. コンサート
B. アドバイス
C. ヨーロッパ
D. アルバイト
Câu 11: 山下：「その まんが、ちょっと 貸して。」
田中：「今
から、終わったらね。」
A. 読んで いる ところだ
B. 読んで しまって
C. 読む ように なった
D. 読んだかも しれない
Câu 12: 山田：「田中さん、明日から きょうとで 行われる かいぎに 出るそうですね。」
田中：「そうなんですよ。きゅうに ＿＿＿んです。」
A. 出られる ように なる
B. 出る ことに なった
C. 出る ように なった
D. 出る ことに する
ほしいんですが…。
Câu 13: 教室が きたないので、ちょっと
A. そうじしよう
B. そうじする
C. そうじして
D. そうじした
Câu 14: 田中:「社長、この 仕事、
。」
社長:「ええ、よろしくね。」
A. やられて くださいませんか
B. やって いただけませんか
C. やって ください
D. やらせて ください
時、さようならの パーティーを しました。
Câu 15: 友だちが 日本へ
A. 帰ろう
B. 帰って
C. 帰る
D. 帰った
みたいです。
Câu 16: この スープ、へんな においが しますね。ちょっと
A. ふるくて
B. ふるい
C. ふるく
D. ふる
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よろしいでしょうか。
Câu 17: この 本を あさってまで
A. お借りられに なっても
B. お借りられ なっても
C. お借り しても
D. お借りに しても
、すぐに へんじが
Câu 18: 山田先生に 一度 会いたいと、手紙を 書きました。
来ました。
A. それに
B. では
C. すると
D. しかし
Câu 19: これは そつぎょうの 時、先生に
A. いらっしゃった
B. いただいた
Câu 20: ほかの
A. が

人の

じしょです。
C. くださった

D. おっしゃった

せきですから、あそこ＿＿＿ すわらないで
B. で
C. を

ください。
D. に

Câu 21: 山下：「きのうの 英語の テストは むずかしかったですね。」
石田：「ああ、
は ほんとうに むずかしかったですね。」
A. これ
B. それ
C. あれ
D. どれ
Câu 22: 山田：「田中さんの かさは どれ
山下：「ええ、これですよ。」
A. が
B. を

C. に

D. か

Câu 23: かいぎが
A. もうすぐ

あります。
C. まだ

D. そろそろ

始まるまで
B. すぐ

Câu 24: まい子ちゃんは まだ
A. 子どもの
B. 子どもだ
Câu 25: ほら、さくら
A. は／は

、分かりますか。」

時間が

のに、いろいろな ことを
C. 子ども

Câu 26: 田中さんは
A. きれい

さきはじめましたよ。さくら
B. は／が
C. が／は
頭も いいし、
B. きれいで

し

知って いますね。
D. 子どもな

いつ 見ても きれいですね。
D. が／が

すてきな 女の
C. きれいな

人です。
D. きれいだ

Câu 27: 山下：「この 漢字は
意味ですか。」
森田：「それは、たばこを すっては いけないと いう
A. どう
B. どのくらい
C. どうやって
Câu 28: ジョンさんは
A. ふべん
Câu 29: じゅぎょうが
A. 終わる
Câu 30: あまり
A. むりょう
Câu 31: 雨
A. を

何でも
B. ていねい

に

意味ですよ。」
D. どういう

やって くれるので、安心です。
C. たいへん
D. ひつよう

後で、みんなで 飲みに 行きませんか。
B. 終わった
C. 終わって
D. 終わり
を しないで
B. むこう

ください。病気に
C. むだ

なりますよ。
D. むり

川の 水が ふえましたから、気を つけた ほうが いいと 思いますよ。
B. が
C. に
D. で

Câu 32: しおを 入れたら、＿＿＿を よわく して、30分 そのままに して ください。
A. き
B. み
C. ひ
D. め
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 33: 先生：「みなさん、しゅくだいを 出して
学生：「
。」
A. ええ、出しては いけませんね
B. ええ、出しても いいです
C. すみません。家に わすれて しまいました
D. はい、出しに きます

ください。」
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Câu 34: 山田:「ちょっと ほんやに 行って
田中:「あっ、じゃあ、
。」
A. 行かないで くださいよ
C. 行っては いけないよ

くるね。」
B. パンを 買って きて くれない
D. パンを 買っても いいですか

Câu 35: 田中：「今日は ありがとう ございました。そろそろ
山田：「
。」
A. では、また ごめんなさい
B. そうですか。また いらっしゃって ください
C. では、また しつれいします
D. そうですか。また 帰って ください

しつれいします。」

Câu 36: 田中：「いっぱい いかがですか。」
山田：「
。」
A. そうですね。とても 楽しいですね
B. そうですね。アクセサリーなら ゆびわが いいです
C. ごめんなさい。いい 意見ですね
D. すみません。おさけは にがてなんです
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: 私は

日本語で レポートを
A
もらって います。

見せて

書く 時、いつも
B

日本人の

友だちに
C

D
Câu 38: スキーに

行って 足の
A

けがを しましたが、1週間で なおりました。
B
C
D

Câu 39: 本だなに ならんで ある 本は もう ぜんぶ 読んで しまったので、
A
B
C
新しい ものを 買おうと 思って います。
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau.
Câu 40: 仕事を しながら、私の 話を 聞いて ください。
A. 仕事を してから、私の 話を 聞いて ください。
B. 仕事を やめて、私の 話を 聞いて ください。
C. 仕事を したり、私の 話を 聞いたり して ください。
D. 仕事を やめないで、私の 話を 聞いて ください。
Câu 41: ずっと 外に いたので、体が
A. 外は 暑かったです。
C. 外は 寒かったです。

ひえて

しまいました。
B. 外は 暗かったです。
D. 外は 明るかったです。

Câu 42: 私は 魚と たまごいがいは 何でも 食べられます。
A. 私は 魚と たまごしか 食べられません。 B. 私は 魚や たまごなどが 食べられます。
C. 私は 魚も たまごも 食べられません。 D. 私は 魚も たまごも 食べられます。
Câu 43: あの 方を ごぞんじですか。
A. あの 方を 思い出しましたか。
B. あの 方を 見つけましたか。
C. あの 方を 待って いますか。
D. あの 方を 知って いますか。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 44
đến câu 47.
タンさん、元気ですか。ぼくは、とっても 元気です。とうきょうに 来て、もう 2か月に
なりました。だんだん (44)＿＿＿の 生活にも なれて きました。大学にも、たくさん
友だちが できました。みんな、とても 親切です。分からない ことが ある 時は、何でも
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教えて くれます。だから、今まで こまったり、さびしく 思ったり した ことは
ありません。(45)＿＿＿。
(46)＿＿＿、とうきょうで 生活を して いて、まだ なれない ことが 一つ あります。
それは、朝の 電車が とても こんで いる ことです。はじめて のった 時は、ほんとうに
びっくりしました。ぼくは、その 時、新聞を 買って、電車に のったんです。日本に 来る
前に、「日本では 電車の 中で、みんな 新聞や 本を 読んで いる」と いう ことを
(47)＿＿＿、同じ ことを して みようと 思ったからです。
(斉山弥生・その他、1994年、『日本語能力試験

Câu 44:
A. ここ

B. そこ

読解・文法問題に強くなる本』、アルク)

C. あそこ

D. どこ

Câu 45:
A. 安心して みます
C. 安心しようと 思います

B. 安心して ください
D. 安心して もらいます

Câu 46:
A. だから

C. すると

B. そして

D. でも

Câu 47:
A. ざっしで 読んだ ことが あったので
B. ざっしで 読んだ ことが あったのに
C. やって みた ことが あったので
D. やって みた ことが あったのに
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: ミンさんは いつも やくそくを 守らないので、もう 二度と いっしょに 仕事を
したく ないです。
A. かからない
B. こまらない
C. おこらない
D. まもらない
Câu 49: 子どもの
A. いもとう

時は

よく 弟と
B. おとうと

けんかしました。
C. いもうと

D. おととう

Câu 50: 「ドラえもん」は ベトナムでは とても 人気が ある まんがです。
A. じんぎ
B. にんぎ
C. にんき
D. じんき
------------------------ HẾT ------------------------
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