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 Mã đề thi 147 

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 dưới đây. 

Câu 1: しゅうごう場所は ゆうびんきょくの 前です。 

A.  集合 B.  集分 C.  分集 D.  合集 
Câu 2: 去年の 夏は たいふうが 多かったです。 

A.  台風 B.  風台 C.  凧台 D.  台凧 
Câu 3: この カメラは かるくて、あまり 高くないから、買いたいです。 

A.  軌く B.  朝く C.  転く D.  軽く 
Câu 4: 小さい とき、よく うちの 近くに ある いけで およいで いました。 

A.  池 B.  他 C.  北 D.  地 
Câu 5: ふくが よごれたから、きがえました。 

A.  腹 B.  復 C.  服 D.  複 
 

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

Câu 6: くつの 売りばは 9 かいですから、______で 行きます。 

A.  コーナー B.  プリンター C.  エレベーター D.  カレンダー 
Câu 7: _____ ごしょうかい いただきました リーと もうします。 

A.  あとで B.  のちほど C.  さきほど D.  これから 
Câu 8: 明日から 友だちと 海に 行くので、______して ねられません。 

A.  うきうき B.  びっくり C.  がっかり D.  いらいら 
Câu 9: おなかの ちょうしが ______ですから、つめたい ものを 飲みません。 

A.  おもい B.  いい C.  おもしろい D.  わるい 
Câu 10: 黒い くつを ______、白い ぼうしを かぶって いる 人は だれですか。 

A.  かけて B.  きて C.  しめて D.  はいて 
 

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: あの ぼうしは おおきそうです。 

A.  かぶって みましたが、おおきいです。 
B.  あの ぼうしは あなたには すこし おおきいです。 
C.  まだ かぶって いませんが、たぶん おおきいでしょう。 
D.  人の はなしに よると あの ぼうしは おおきいそうです。 

Câu 12: 学校へ 行く バスは いつも こんで います。 

A.  学校へ 行く バスは いつも すぐ きます。 
B.  学校へ 行く バスは たくさん あります。 
C.  学校へ 行く バスは いつも 人が ほとんど のって いません。 
D.  学校へ 行く バスは いつも 人が たくさん のって います。 
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Câu 13: ランさんは リーさんに 「すてきな シャツですね。」と 言いました。 

A.  ランさんは リーさんに おれいを 言いました。 
B.  ランさんは リーさんの シャツを ほめました。 
C.  ランさんは リーさんに あいさつを しました。 
D.  ランさんは リーさんに かんしゃしました。 

Câu 14: きょうは しょくよくが ありません。 

A.  きょうは なにも したく ありません。 
B.  きょうは 勉強したく ありません。 
C.  きょうは なにも 食べたく ありません。 
D.  きょうは 仕事を したく ありません。 

Câu 15: リーさんは うちで ふくしゅうを しました。 

A.  リーさんは うちで 一人で 勉強しました。 
B.  リーさんは きょう 学校で 勉強した ことを うちで もう 一度 勉強しました。 
C.  リーさんは 明日 学校で 勉強する ことを うちで 読みました。 
D.  リーさんは うちで なんども れんしゅうを しました。 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 
16 đến câu 18. 

 15 年くらい 前、はじめて テープレコーダーで じぶんの 声を 聞いて、とても 

おどろきました。へんな 声で、話しかたも よく ありませんでした。とても はずかしく 

なりました。へんな 声で いろいろな 人と 話して いたのです。 

 話す ことは、手紙を 書くのとは ちがって、すぐに わすれられて しまうだろうと 

思って いました。でも、じぶんの 声を 聞いて、声も、心の 中に いつまでも (*)のこる 

ことが わかりました。･･･ 

 ･･･ じぶんの 声を 聞いてからは、だれかと 話す ときも、電話を かける とき

も、できるだけ きれいに 話す ことに しました。声が いい 人は、私の ような し

んぱいを しなくても いいので、とても (**)うらやましいです。 

       （松本 隆 その他（1992）『日本語能力試験 3・4級受験問題集 予想と対策』アルク） 

      (*)のこる：lưu lại, còn lại                                (**)うらやましい: ao ước, mong muốn 
 

Câu 16: この 人は、どうして テープレコーダーの じぶんの 声を 聞いて おどろいたの 

ですか。 

A.  テープレコーダーの じぶんの 声を 聞くのは はじめてだったからです。 
B.  へんな 声で、話しかたも よく なかったからです。 
C.  いろいろな 人と 話して いましたから。 
D.  15 年くらい 前は テープレコーダーが 多かったからです。 

Câu 17:  はずかしく なったのは だれですか。 

A.  いろいろな 人です。 B.  この ぶんしょうを 書いた 人です。 
C.  声が いい 人です。 D.  手紙を 書く 人です。 

Câu 18: この 人が だれかと 話す ときと 電話を かける とき、できるだけ きれいに 

話す ことに したのは いつですか。 

A.  じぶんの 声を 聞いた あとです。 
B.  電話を かけた あとです。 
C.  手紙を 書いた あとです。 
D.  声が いい 人と 話した あとです。 
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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 19 đến câu 20. 

先週は たいへん さむかったです。それで、ナロンさんは かぜを ひいて しまいました。

近くの くすりやで くすりを 買って、飲みましたが、なかなか (19)______。せきも 

でるし、きょうは 会社を 休みました。 
午後から 病院へ 行って、医者に 見て もらいました。医者は ねつが あるから、

きょうは おふろに 入らない ほうが いいと 言いました。ナロンさんは くすりを 

もらって、りょうへ 帰りました。(20)______、もらった くすりを 飲んで、早く ねました。 
                           （AOTS（2007）『新日本語基礎 II』スリーエネットワーク） 

Câu 19:  A.  治って しまいました B.  治りました 
 C.  治りませんでした D.  治って しまいます 
Câu 20:  A.  これから B.  それとも C.  そして D.  しかし 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các 
câu dưới đây. 

Câu 21: 山田さんは「さいきんの 仕事は あまり 進んで いません。」と 言いました。 

A.  つつんで B.  すすんで C.  しんで D.  すずんで 
Câu 22: この ちほうは 火山が 多いですから、おんせんが とても 有名です。 

A.  かざん B.  かさん C.  さかん D.  ひやま 
Câu 23: けさ となりの 教室から 歌が 聞こえました。 

A.  きょうしつ B.  きょしつ C.  きょうしゅつ D.  きょしゅつ 
Câu 24: 大学生の ボランティアかつどうに ついて 発表して いただけませんか。 

A.  はっぴょう B.  はつぴょう C.  はつびょう D.  はっびょう 
Câu 25: ピアノが 上手に ひけるように なりたいです。 

A.  じょず B.  じよず C.  じょうず D.  じようず 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong các câu hoặc các tình 
huống dưới đây. 

Câu 26: 今年の しけんの ほうが 去年の しけん_______ むずかしいと 思います。 

A.  と B.  しか C.  より D.  など 
Câu 27: 木の えだ______ おれて います。 

A.  と B.  が C.  で D.  を 
Câu 28: 一人で 歌う とき、______なら、いっしょに 歌いましょう。 

A.  はずかしい B.  はずかしく C.  はずかしくて D.  はずかし 
Câu 29: きのうは ______で、学校の としょかんは 休みだった。 

A.  火よう日だ B.  火よう日な C.  火よう日の D.  火よう日 
Câu 30: 病気に なって、りょうしん______ しんぱいさせました。 

A.  は B.  に C.  が D.  を 
Câu 31: 「スピーチコンテストで 話す とき、きんちょうしたら、______。」 

A.  いつですか B.  なぜですか C.  どうしてですか D.  どうしますか 
Câu 32: リー：「この はこは どこに おけば、いいですか。」 

   山田：「＿＿＿は あなたの うしろの つくえの 上に おいて ください。」 

A.  これ B.  それ C.  どれ D.  あれ 
Câu 33: えいがを 見て、______、きっさてんで ジュースを 飲みましょう。 

A.  それから B.  それでは C.  たとえば D.  それとも 
Câu 34: 私______ ついた ときには もう みんな かえって しまいました。 

A.  は B.  が C.  と D.  で 
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Câu 35: こまった ことが ______、さいごまで がんばります。 
A.  ある B.  あっても C.  ありて D.  あった 

Câu 36: あ、としょかんに まだ 本を かえして いません。明日 ______に 行きます。 
A.  かえした B.  かえして C.  かえす D.  かえし 

Câu 37: 明日 ここ______ テニスの しあいが あります。 
A.  に B.  を C.  で D.  が 

Câu 38: じゅぎょうを 休んだから、しゅくだいが ある______ 友だちに 聞きました。 
A.  どう B.  どれぐらい C.  かどうか D.  どんなに 

Câu 39: すずき先生は 私の さくぶんを ＿＿＿。 
A.  なおして くださいました B.  おなおし なりました 
C.  おなおし しました D.  なおして いただきました 

Câu 40: 夕べ 雨______ ふられて、かぜを ひいて しまいました。 
A.  を B.  は C.  に D.  が 

Câu 41: テレビを 見______ ごはんを 食べないで ください。 
A.  まえに B.  ても C.  あとで D.  ながら 

Câu 42: しゅっぱつは 2 時ですが、何時______ くうこうに 行ったら いいですか。 
A.  までに B.  で C.  まで D.  か 

Câu 43: この 店の 前に いつも 人が たくさん ______ね。 
A.  ならべて います B.  ならんで あります 
C.  ならべて あります D.  ならんで います 

Câu 44: 気を つけて ください。道が ぬれて いて、すべり＿＿＿です。 
A.  やさしい B.  かんたん C.  にくい D.  やすい 

Câu 45: コーヒーが ______すぎて、飲めません。 
A.  あつくて B.  あつ C.  あつい D.  あつく 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu trong 
các hội thoại dưới đây.

Câu 46: 先生：「明日は 午後から ひまですが。」  

   ミン：「それでは、明日の 午後 ______ので、よろしく おねがいします。」 
A.  めしあがりました B.  うかがいます 
C.  行きました D.  いらっしゃいます 

Câu 47: 花子：「高校を そつぎょうしてから、どんな 大学に 入るか、もう きめましたか。」  

   ミン：「______。今 なやんで います。」 

A.  いいえ、きめました B.  はい、きめました 
C.  いいえ、まだです D.  はい、まだです 

Câu 48: ミー：「すみません。この かさは だれのですか。」 
  林：「______。」 

A.  いいえ、だれのでは ありません B.  それは だれのです 
C.  だれのか わかりません D.  はい、私です 

Câu 49: チャン:「コップは ぜんぶ ______。」 

   ゆきこ:「じゃあ、つぎは これを あらって ください。」 
A.  あらったら いいです B.  あらっても いいです 
C.  あらう ところです D.  あらいました 

Câu 50: リエン：「ここに ある 本は ぜんぶ 日本語の 本ですか。」 

   林：「いいえ、＿＿＿。」 
A.  ぜんぶ 日本語の 本だけです B.  日本語の 本だけでは ありません 
C.  日本語の 本だけ あります D.  日本語の 本しか ありません 
 

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