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Mã đề thi 001

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 スーパーでは いろいろな 物を 売って います。
A. つかって
B. うって
C. かって
Câu 2: 風が 強く ふいて いますね。
A. くも
B. あめ
C. かぜ
Câu 3: 今年の 4 月に 妹は とうきょう大学に 入学しました。
A. にゅがく
B. にゅうがく
C. にゅかく

D. もって
D. ゆき
D. にゅうかく

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 4: しゅうごうばしょに ついて 言いますから、よく 聞いて ください。
A. 準会
B. 集合
C. 集会
D. 準合
Câu 5: 心を ひらいて 話せる 友だちは そんなに 多く ないです。
A. 聞いて
B. 空いて
C. 開いて
D. 閉いて
Câu 6: あの 建物は とても ふるいです。
A. 古い
B. 吉い
C. 石い
D. 右い

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 7: とても あぶないですから、子どもを ここで ＿＿＿。
A. あそばせないで ください
B. あそばないで ください
C. あそんで おきました
D. あそんで しまいました
Câu 8: 日本の 生活＿＿＿ もう なれましたか。
A. を
B. が
C. も
D. に
Câu 9: 友だちの 話に よると、あの 店の ケーキは ＿＿＿ 。
A. おいしいでしょう
B. おいしいそうです
C. おいしいかも しれません
D. おいしいみたいです
Câu 10: じこ＿＿＿ バスが おくれて しまいました。
A. に
B. で
C. が
D. と
Câu 11: この まきずしは もう 一つ ＿＿＿ですか。
A. いかが
B. いくつ
C. どなた
D. いつ
Câu 12: きのうの 晩、3 時間も かかって、やっと 作文を ＿＿＿ 。
A. 書きだしました
B. 書きはじめました
C. 書きおわりました
D. 書きつづけました
Câu 13: プールに 入る 前に ＿＿＿ を あびて くださいね。
A. コップ
B. コート
C. シャツ
D. シャワー
Câu 14: 友だちが かいて くれた ＿＿＿ とおりに 行ったが、道に まよって しまった。
A. 地図だ
B. 地図の
C. 地図
D. 地図な
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Câu 15: ねつが ありますから、おふろに
A. 入られない

＿＿＿

B. 入らせなくて

ほうが

いいですよ。

C. 入れなくて

D. 入らない

Câu 16: 転校生の ナムさんに もう 会いましたか。とても ＿＿＿そうですよ。
A. ハンサム

B. ハンサムだ

Câu 17: おきゃくさまは ホテルに
A. 着く
へやは

A. あたらしい
Câu 19: 電車が なかなか
A. 来ない
Câu 20: この
A. までに

C. 着き

＿＿＿ですが、とても
B. せまい

D. 着かれ

きれいです。

C. すごい

D. ひくい

＿＿＿、ほんとうに こまりました。
B. 来なかった

本は、来週の

D. ハンサムな

お＿＿＿に なりました。

B. 着かせ

Câu 18: かのじょの

C. ハンサムの

C. 来ないで

D. 来なくて

金よう日＿＿＿ かえさなければ なりません。
B. まで

C. までは

D. までも

Câu 21: 田中：「駅前の 新しい レストランは どうだった？」
山田：「高くて びっくりした。＿＿＿ 、あまり おいしく なかったし。」
A. しかし

B. それに

C. すると

D. それでは

Câu 22: 仕事は ＿＿＿のに、きゅうりょうは 安いです。
A. たいへんだ
Câu 23: 兄は

C. たいへんに

＿＿＿ 音楽の 先生でしたから、ギターを

A. ときどき
Câu 24: 冬は

B. たいへん
B. そろそろ

D. たいへんな

ひきながら 歌えます。

C. もともと

D. なかなか

5＿＿＿ いかに なる 日も けっこう 多いです。

A. め

B. ど

C. ばん

D. だい

Câu 25: いくら ＿＿＿、かのじょには 分からないと 思いますよ。
A. せつめいしても

B. せつめいしたら

C. せつめいして

D. せつめいすると

Câu 26: おととい 日本人の 友だちから メールが とどきましたが、いそがしくて、まだ ＿＿＿を
書いて いません。
A. にちじ

B. ふうとう

C. へんじ

Câu 27: すみません、おふろの おゆが ＿＿＿ので、見て
A. 来ない
Câu 28: 山下：「この間の

B. 出さない
ハイキングは、とても

C. 出ない

D. よてい
いただけませんか。
D. 入れない

楽しかったですね。」

石田：「そうでしたね。＿＿＿ 日は たくさん 歩きましたね。」
A. あの

B. あれ

C. それ

D. その

Câu 29: 今晩、しょくどう＿＿＿ りゅうがくせい＿＿＿ パーティーが あります。
A. の／は

B. で／の

C. の／が

D. に／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: 今夜は 天気 が よく ないので 、ほしが 出て ありません。
A
B
C
D
Câu 31: なぜ 日本語の 勉強を 始めたかと 聞かせた 時、じつは 私も 分からなかった。
A
B
C
D
Câu 32: フィリピンでは けっこんする 時に ぜんぶで 女の 人が
じゅんびする
A
B
C
ことに なって います。
D
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau.
Câu 33: この ことは か の じ ょ に 知 ら れ た ら 、だ れ に で も 話 し て
つけて ください。
A. かのじょは 口が やわらかいから、気を つけて ください。
B. かのじょは 口が かたいから、気を つけて ください。
C. かのじょは 口が 軽いから、気を つけて ください。
D. かのじょは 口が 重いから、気を つけて ください。
Câu 34: もっと ゆっくり お話し したかったんですが…

しまうから、気を

A. 話を しましたが、時間が たりなくて、ざんねんでした。
B. 時間が たりませんでしたが、話せて よかったです。
C. もう 少し ゆっくり

話して ください。

D. 時間が なかったので、話を
Câu 35: アパートを

借りる

しませんでした。

時、何が ひつようですか。

A. アパートを 借りる

時、何が いりますか。

B. アパートを 借りる

時、何が はじまりますか。

C. アパートを 借りる

時、何が こまりますか。

D. アパートを 借りる

時、何が かわりますか。

Câu 36: さいきん さしみが

食べられる

A. 今は 少しでも さしみを 食べる
B. 前も 少し さしみを
C. さいきん さしみを

ように

なりました。

ことが

できません。

食べる ことが できます。
食べようと 思って います。

D. 今は さしみを 食べる ことが できます。

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 37: 田中：「きのうの

映画は

おもしろかったですよ。」

山田：「＿＿＿…」
A. そうですか。私も 行きたかったんですが

B. そうですか。私も 行きますが

C. そうですね。私も 行きたかったんですが

D. そうですね。私も 行きますが

Câu 38: おきゃく：「すみません、料理は
店員

まだですか。」

：「＿＿＿ 。」

A. そうですか。待たなければ ならないなあ

B. そうですか。しかたが

ないなあ

C. すみません、もう 少し お待ち ください

D. すみません、お待ち します

Câu 39: 山田：「あのう、おねがいが あるんですが…」
田中：「＿＿＿。」
A. はい、何ですか

B. いいえ、どうぞ

C. いいえ、ありません

D. はい、だめです

Câu 40: 田中：「今

お金を

はらわなければ なりませんか。」

山田：「＿＿＿ 。」
A. はい、いけません

B. いいえ、後でも いいです

C. いいえ、はらって しまいます

D. はい、今 はらって いません

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời câu 41 và câu 42.
きのう、母 の た んじ ょ う び の プ レゼ ント を 買 い に 妹 と いっしょに デパートへ
行きました。先週、妹が 母の うでどけい （注） を こわして しまったので、プレゼントは
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うでどけいに しました。うでどけいの ほかに、花と カードも 買いました。カードには
私と 妹の メッセージだけじゃ なくて、父にも 書いて もらいました。
父は 毎年、母の たんじょうびには いろいろな 国の 料理を 作ります 。今年は、
か ん こ く 料 理 を 作 る と 言 っ て いました。私は 妹と ケーキを 作って あげようと
思って います。ケーキの 作り方は インターネットで しらべました。作った ことは
あ り ま せ ん が 、 あ ま り むずかしく ないので、上手に できると 思います。きっと 母も
よろこんで くれるでしょう。
（西隈俊哉・その他、2011 年、『パターン別徹底ドリル N4』、アルク）

（注）うでどけい：đồng hồ đeo tay
Câu 41: なぜ プレゼントに うでどけいを えらびましたか。
A. 母が 妹に 時計を こわされたから
B. 母が 時計を こわしたから
C. 母が 妹の 時計を こわしたから
D. 母が 妹に 時計を こわさせたから
Câu 42: この ぶんしょうを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 父は 毎年 かんこく料理を 作って いる。
B. 父も カードに メッセージを 書いた。
C. 私は 母と 妹と デパートへ 買い物に 行った。
D. 私は ケーキが 上手に 作れるか どうか しんぱいして いる。

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。ホームステイの 時の
写 真 を 見 る と 、 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
（43）＿＿＿。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（44）＿＿＿「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。（46）＿＿＿と 思って います。
もし、時間が あったら、ぜひ 私の 家にも 来て くださいね。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
（渡邉亜子・その他、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』、J リサーチ出版）

Câu 43:
A. 食べます
C. 食べた ことが ありました
Câu 44:
A. 作らされた
C. 作って くれた
Câu 45:
A. それに
C. でも
Câu 46:
A. もう れんしゅうしなくても いい
C. もう れんしゅうして あげたい

B. 食べました
D. 食べた ことが ありませんでした
B. 作って あげた
D. 作って いただいた
B. だから
D. それで
B. もう 少し れんしゅうしよう
D. もう 少し れんしゅうして ほしい
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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 47
đến câu 50.
30 年ぐらい前、日本では、だんせいは 60 さいまで 一つの 会社に つとめるのが
ふ つう だった 。 そ し て 、じょせいは けっこんしたり、子どもを うんだり したら 仕事を
やめるのが ふつうだった。つまが 仕事を しなくても、おっと（注 1） が 会社から もらう
お金が あれば、家族みんなが 十分に 生活できたからだ 。
お金の しんぱいを しないで 家族が 安心して 生活できたのは、とても いい じだい（注 2）
だったと 思う。今の ように、日 本 の け いざ い が 悪 く な り 、 仕 事 で も らう お金が
少なく なったり、仕事が なくなったり する じだいと くらべると、ずっと いいと 思う。
でも、 その ころは、仕事が 好きで、だんせいの ように はたらきたいと 思って いた
じょせいには、いやな じだいだったらしい。
今は、おっとが 仕事で もらう お金だけでは 生活できなく なって きたので、
じょせいは け っ こ んし て か ら も 仕 事 を つ づ け る よ う に なっ た 。す る と 、 今度 は 、
むかしと はんたい（注 3）の 考えの 人が ふえて きた。わかい じょせいは、けっこん
し た ら 、家に いて、子どもを そだてながら 仕事いがいの ことで がんばりたいと 考える
ように なり、わかい だ ん せ い は 、 自 分 も 家 の 仕 事 を てつだうから、じょせいにも
ずっと はたらいて ほしいと 思う ように なって きたのだ。
（岡本能里子、2012 年、『日本語能力試験スーパー模試 N4・N5』、アルク）

（注 1）おっと：người chồng
（注 2）じだい：thời đại
（注 3）はんたい：ngược lại
Câu 47: どうして「とても いい じだいだった」と 思って いるのですか。
A. 仕事で もらえる お金が 少なく なっても、仕事は なくならなかったから
B. 仕事の 好きな じょせいは だんせいの ように はたらく ことが できたから
C. だんせいが 家の 仕事を てつだうのが ふつうだったから
D. お金の しんぱいを しないで 家族が 安心して 生活できたから
Câu 48:「その ころ」は、どんな じだいでしたか。
A. だんせいも じょせいも、仕事で もらえる お金が 少なく なって しまった じだい
B. じょせいも 60 さいまで 一つの 会社に つとめるのが ふつうだった じだい
C. おっとだけが はたらいたら、家族みんなが 生活できた じだい
D. 今よりも 日本の けいざいが 悪くて、じょせいの 仕事が なかった じだい
Câu 49: 仕事が 好きな じょせいは、30 年前、どう 思って いましたか。
A. おっとは もっと お金が もらえる ように がんばって ほしい
B. 仕事が 好きなのに、だんせいの ように はたらけなくて ざんねんだ
C. 子どもが うまれたら、仕事を やめて 家の 仕事を したい
D. 家族に お金の しんぱいを させない ために 仕事が したい
Câu 50: 今は どんな 考えの わかい じょせいが ふえて いますか。
A. だんせいは、同じ 会社で はたらく じょせいを もっと 大切に して ほしい
B. 外で はたらくよりも、家の 仕事を したい
C. 家の 仕事を するよりも、外で はたらきたい
D. じょせいが 外で はたらける ように、だんせいは 家の 仕事を てつだって ほしい

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