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Mã đề thi 524

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: 今日は 子どもの たんじょうびですから、はやく 帰らせて いただけませんか。
A. 早く
B. 草く
C. 皁く
D. 単く
Câu 2: あたまが
A. 頭

いい

人と けっこんしたいです。
B. 額
C. 髪

D. 題

Câu 3: 私は 3年間 日本に すんで いました。
A. 任んで
B. 住んで
C. 注んで
D. 主んで
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau.
Câu 4: この 町では サッカーが さかんに なりました。
A. この 町の 人は サッカーが 下手に なりました。
B. この 町では サッカーを する 人が ふえて います。
C. この 町の 人は サッカーが 上手に なりました。
D. この 町では サッカーが とても 有名です。
Câu 5: ていでんした
A. 電気を けした
B. 電気を つけた
C. 電気が きえた
D. 電気が ついた

時、どう
時、どう
時、どう
時、どう
時、どう

したら
したら
したら
したら
したら

いいですか。
いいですか。
いいですか。
いいですか。
いいですか。

Câu 6: やっと 部長に たのまれた 仕事が 終わりました。
A. 部長に たのまれた 仕事を らくに して いました。
B. 部長に たのまれた 仕事を かんたんに して いました。
C. 部長に たのまれた 仕事は たいへんでしたが、さいごに できました。
D. 部長に たのまれた 仕事は たいへんなので、なかなか できません。
Câu 7: 私は はじめて 日本に 来ました。
A. 私は 今年 日本に 来ました。
B. 私は 日本に 来た ことが ありませんでした。
C. 私は 日本に 行きたかったです。
D. 私は 来年 はじめて 日本に 行きます。
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 8: 医者: 「おさけは しばらく やめて ください。」
田中: 「えっ、
。」
A. おさけを 飲んでも いいんですか
B. おさけを 飲んだ ほうが いいんですか
C. おさけを 飲まなくては いけないんですか D. おさけを 飲んでは いけないんですか
Câu 9: 田中：「では、そろそろ しつれいします。今日は ごちそうさまでした。」
山田：「いえいえ、
。」
A. また じゃまして ください
B. また あそびに 来て ください
C. つまらない 物でしたが
D. それは たいへんでしたね
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Câu 10: 田中：「山田さん、英語の 発音が
山田：「いえいえ、
。」
A. その とおりですね
C. どう いたしまして

きれいですね。」
B. そんな ことは ないですよ
D. きれいなんですね

Câu 11: 山田：「この 仕事が 終わってから、帰りましょう。」
田中：「そうですね。
。」
A. お先に どうぞ
B. お先に しつれいします
C. もう 少し がんばりましょう
D. さようなら
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 12
đến câu 15.
このごろ、カタカナの 名前の 会社が 多く なりました。カタカナの 名前でも、
これは 外国の 会社では なくて、日本の 会社です。たとえば、サントリー、ソニー、
キャノン、トヨタなどは 有名な 会社ですから、日本人は たいてい 知って います。
しかし、会社の 名前を 見ても、何を して いる 会社か、分からない ものも
あります。たとえば、サンデン、セーレン、ニコフなども 会社の 名前ですが、これは
たいていの 人が 何の 会社か、分からないでしょう。
それから、カタカナと 漢字を いっしょに 使って いる 会社の 名前も あります。
東レや 洋カンは 大きな 会社ですが、長い 名前を みじかく して あるので、
日本人でも どんな 仕事を する 会社か、分からない 人も いると 思います。
しかし、日本ハムや やまざきパンなどは「食べ物の 会社」だと すぐ 分かります。
とうきょうの 新しい 会社の 名前を しらべて みました。去年も たくさん
会社が できましたが、その 中の 8わり（注1）の 会社が カタカナを 使って います。
おととしは 7わり五分（注2）の 会社が カタカナを 使って いましたから、去年は
カタカナの 名前の 会社が 少し 多く なりました。
(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）8わり：80%
（注2）7わり五分：75%
Câu 12: サンデン、セーレン、ニコフは
A. 有名な 会社
C. 何の 会社か、分からない

どんな 会社ですか。
B. 食べ物の 会社
D. 外国の 会社

Câu 13: どうして 日本人でも「東レ」「洋カン」が 何の 会社か、分からないのですか。
A. ほんとうは 長い 名前なのに、みじかく なって いるからです。
B. カタカナと 漢字を いっしょに 使って いるからです。
C. カタカナの 意味が 分からないからです。
D. 日本の 会社では なく、外国の 会社だからです。
Câu 14: この ぶんしょうを 書いた 人の いちばん 言いたい ことは 何ですか。
A. 去年、とうきょうで 外国の 新しい 会社が たくさん できました。
B. 日本人は ひらがなより カタカナの ほうが 好きです。
C. さいきん、カタカナの 名前の 会社が ふえて きました。
D. さいきん、カタカナの 名前の 会社が 少なく なりました。
Câu 15: この ぶんしょうの ないようと 合って いる ものは どれですか。
A. 会社の 名前を 見たら、何を して いる 会社か、すぐ 分かります。
B. カタカナの 名前の 会社でも、有名なら ほとんどの 日本人は 知って います。
C. 日本の 会社の 名前は カタカナしか ありません。
D. 日本の 会社の 名前は カタカナと 漢字しか ありません。
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 16
đến câu 19.
むかし、むかし、ある 所に おじいさんと おばあさんが いました。ある日、
おじいさんは 山へ 木の えだを とりに、おばあさんは 川へ せんたくに 行きました。
おばあさんが 川で せんたくを して いると、(16)______。

おばあさんは「まあ、これは 大きい ももだ…」と 言って、ももを ひろって（注）家へ
帰りました。おじいさんも びっくりして、「 (17)
大きい ももは はじめて
見たよ。」と 言いました。おじいさんと おばあさんが ももを 半分に 切って みると、
中から 元気な 男の 子が (18)
。「この 子は 今日から うちの 子に しよう。
この 子には どんな 名前が いいかな。」と おじいさんと おばあさんは 考えました。
(19)______、ももから 生まれたから「ももたろう」と いう 名前を つけました。
ももたろうは 大切に そだてられて、りっぱな 大人に なりました。
（友松悦子・その他、2004年、『初級日本語文法総まとめポイント20』 、スリーエーネットワーク）

（注）ひろう：nhặt, lượm
Câu 16:
A. 大きい ももが ながれて きました
B. 大きい 木の えだが ながれて きました
C. 大きい 男の 子が ながれて きました
D. 大きい 女の 子が ながれて きました
Câu 17:
A. こんなに
B. そんなに
C. あんなに
D. どんなに
Câu 18:
A. 出て きました
B. 出て いきました
C. 出て ありました
D. 出て おきました
Câu 19:
A. そして
B. 今まで
C. でも
D. これから
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 20: けんこうの ために、魚や とうふを 食べた ほうが 体が いいそうです。
A
B
C
D
Câu 21: 私なら、もちろん ぜひ あなたに 来て いただいて ほしいんだよ。
A
B
C
D
Câu 22: この こうえんには、さくらの 木が 300本が あるそうだ。
A
B
C
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 23: 2時間 待って いましたが、＿＿＿ 山上さんは 来ませんでした。
A. もっと
B. きっと
C. ずっと
D. とうとう
Câu 24: この 教室は ＿＿＿、きれいですね。
A. みじかくて
B. ひろくて
C. かるくて
D. うすくて
Câu 25: まだ ______のに、デパートでは もう 冬の ようふくを 売って います。
A. 8月だ
B. 8月な
C. 8月の
D. 8月
Câu 26: やくそくの 時間に おくれて、友だちを 1時間も ＿＿＿。
A. 待たせて しまいました
B. 待たれて おきました
C. 待たせて おきました
D. 待たれて しまいました
Câu 27: 私の へやには いつも きれいな 花が ＿＿＿。
A. かざって あります
B. かざって おきます
C. かざって みます
D. かざって います
Câu 28: ゆうべは こわい ＿＿＿を 見て、よく ねられませんでした。
A. ゆめ
B. うそ
C. はなし
D. におい
Câu 29: 仕事の
A. では

後で、いっしょに
B. には

ビール_______ 飲みに
C. まで

行きませんか。
D. でも
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Câu 30: 山田さんの
A. なに
Câu 31: その
A. に

けっこんの おいわいですが、一人
B. いくつ
C. なん

仕事は、私＿＿＿
B. を

Câu 32: 来年の
A. 行った

やらせて

夏休みに 北海道に
B. 行く

が あったので、学校を
B. ぐあい

Câu 34: 半年
A. 話せる

勉強して、日本語が
B. 話せた

Câu 35: きのう、さいきん できた
いました。
A. どこ
B. あそこ

ください。
C. は

＿＿＿

Câu 33:
A. かぜ

うちで ねて
C. きぶん

D. 行こう

いました。
D. ねつ

＿＿＿ように なりました。
C. 話した
D. 話そう

デパートへ

行きました。

は

C. ここ

ありませんか。
D. パスポート

あぶないですよ。＿＿＿、行きたいですか。
B. そして
C. それでも

5分

しけんが
B. に

D. それから

終わります。
C. まで

D. で

Câu 40: スタッフ：「はい、ABC会社でございます。」
おきゃく：「すみませんが、田中社長が
か。」
A. おります
B. なさいます
C. いらっしゃいます
Câu 41: パソコンが
A. 動けなく

きゅうに
B. 動けないで

なって、データが ぜんぶ
C. 動かないで

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. 有名の
B. 有名だ
C. 有名な
Câu 43: ＿＿＿ おかしですね。私にも
A. おいしい みたい
C. おいしそうな

一つ

Câu 44: スピーチコンテストの もうしこみは
A. までに
B. までで

こんで

D. ちゅうもんして

Câu 37: おきゃくさまを ふやす ために、何か いい ＿＿＿は
A. ハリーポッター
B. アイデア
C. ヨーロッパ

Câu 39: 後
A. から

とても

D. そこ

Câu 36: 電話で スパゲッティを 2つ ______ ください。
A. れんらくして
B. よやくして
C. しつもんして

Câu 38: あそこは
A. それで

しますか。
D. いくら
D. が

ことに しました。
C. 行って

休んで

少し

に

D. まいります

きえて しまった。
D. 動かなく

D. 有名

ください。
B. おいしいかも しれない
D. おいしい ように
今月の 24日＿＿＿です。
C. までの
D. まで

Câu 45: この テレビは まだ ＿＿＿のに、もう こわれて しまいました。
A. 新しくなく
B. 新し
C. 新しくない
D. 新しい
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các
câu sau.
Câu 46: 夏休みに
A. りょこ

家族と アメリカを
B. りょこう

Câu 47: 友だちは
A. おりた

1か月も 本を 借りたが、まだ かえして
B. なりた
C. かりた

Câu 48: 白い
A. あかい

ぼうしを

かぶって
B. くろい

旅行しました。
C. りょうこ

いる

人を

D. りょうこう

くれない。
D. たりた

知って いますか。
C. しろい
D. あおい
Trang 4/5 - 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, từ câu 49
đến câu 50.
「歩きスマホ」と いう ことばを 知って いますか。「歩きスマホ」とは、歩きながら、
けいたい電話を 見る ことです。 「歩 きスマホ」は あぶないですから、日本 では、
さいきん、「歩きスマホ」が 問題に なって います。たとえば、道を 歩いて いる
時です。けいたい電話だけを 見て いると、まわりが 見えませんから、けがを して
しまう ことも あります。
じつは、私も 少し前まで、「歩きスマホ」を して いました。先週、歩きながら
メールを して いた 時に、かいだんから おちて しまいました。けがは しませんでしたが、
とても こわかったです。ですから、今は「歩きスマホ」を して いません。
けいたい電話は、とても べんりですが、「歩きスマホ」は、とても きけんだと
思います。け い たい 電 話 を 使 う 時 は 、 け がを し な い よう に 、安 全な 所で
使いたいと 思います。
(日本語検定協会、『実用日本語検定E-F 122回』、JTEST実務局)

Câu 49: 「とても こわかったです」と
A. かいだんから おちたから
C. けいたい電話が こわれたから

ありますが、どうしてですか。
B. かいだんの 下に 人が いたから
D. けがを したから

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. この 人は けいたい電話は べんりじゃ ないと 思って います。
B. この 人は 気を つければ、「歩きスマホ」を しても いいと 思って
C. この 人は「歩きスマホ」は 安全じゃ ないと 思って います。
D. この 人は「歩きスマホ」を した ことが ありません。
------------------------ HẾT ------------------------

います。
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