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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 

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: この 町は あんぜんで、しずかです。 

A. 案金 B. 安金 C. 安全 D. 案全 

Câu 2: 大学の 近くに おいしい タイりょうりの レストランが ありますよ。 

A. 科里 B. 科理 C. 料里 D. 料理 

Câu 3: あの さっかは たくさんの しょうせつを 書いて います。 

A. 作画 B. 作家 C. 作塚 D. 作者 

Câu 4: あついから まどを あけて ください。 

A. 者い B. 暑い C. 箸い D. 暮い 

Câu 5: 子どもが ころんで、頭に ぶつかりそうかと、見ながら しんぱいしました。 

A. 運んで B. 転んで C. 遊んで D. 軽んで 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 

Câu 6: わたしは 青い 服が 大好きです。 

A. あかい B. くろい C. しろい D. あおい 

Câu 7: 去年 はじめて 日本へ 行きました。 

A. きょねん B. きよねん C. きようねん D. きょうねん 

Câu 8: ここに あなたの 名前と 住所を 書いて ください。 

A. じゅうしょ B. じゅうしょう C. じゅしょう D. じゅしょ 

Câu 9: かいぎに 出席する ため、10 時の バスに のらなければ 間に合いません。 

A. しゅっせき B. しゅつせき C. しゅせき D. しゅうせき 

Câu 10: 今年の 夏は 旅行を しない ことに 決めました。 

A. はじめました B. あつめました C. きめました D. しめました 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 

Câu 11: 先生に 「歌が 上手ですね。」______ ほめられました。 

A. も B. を C. と D. は 

Câu 12: 姉は 18 さいで 村 ______ 出て、とうきょうに 行きました。 

A. に B. へ C. を D. まで 
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Câu 13: 好きな こと______、すぐに あきて しまう 人も います。 

A. のに B. とは C. でも D. では 

Câu 14: 新しい くつは ______にくいです。 
A. はか B. はく C. はいて D. はき 

Câu 15: バスの まどから 海や 山______ 見えて、けしきが きれいです。 

A. は B. を C. と D. が 

Câu 16: その 大学の 入学しけんは ______そうです。 
A. かんたんだ B. かんたんな C. かんたんに D. かんたんで 

Câu 17: すみません、ちょっと ______が、うえのこうえんは どう 行ったら いいでしょうか。 
A. はいけんします B. うかがいます C. もうします D. いたします 

Câu 18: 一年前には、ぜんぜん 日本語が できませんでしたが、今 ずいぶん できる ______。 
A. ことに しました B. ように なりました 
C. ようと なりました D. ことに なりました 

Câu 19: 花子:「わたし、一人で 病院に 行きたくない。」 

    山中:「じゃあ、いっしょに 行って ______よ。」 

A. つづける B. やる C. もらう D. あげる 

Câu 20: 子どもは お母さんが ______ とおりに おさらを ならべて います。 

A. おしえて B. おしえ C. おしえる D. おしえた 
Câu 21: 内田:「ゆうべの テニスの しあいを 見ましたか。」 

          山田:「ああ、______は いい しあいでしたね。」 
A. それ B. あれ C. どれ D. これ 

Câu 22: 女の 子が 生まれたら、医者______ したいと 思って います。 

A. を B. に C. と D. が 

Câu 23: 明日の セミナーに ______ 来て ください。 

A. かならず B. すこし C. やっと D. だいたい 

Câu 24: 今朝、大事な 本を 持って ______のを わすれて しまいました。 

A. くる B. いた C. きて いる D. いって いる 

Câu 25: 今 車を 買いたいんです。車なら、______が いいですか。 
A. どの B. なん C. どんな D. なに 

Câu 26: マッチが ______ いるので、火が ______ません。 
A. ぬって／つき B. ぬれて／つけ C. ぬれて／つき D. ぬって／つけ 

Câu 27: それは いつの ______か おぼえて いません。 
A. 話で B. 話だ C. 話だった D. 話の 

Câu 28: カンボジアへ ______ ときに、アンコールワットを 見に 行きたいです。 

A. 行った B. 行って いた C. 行って いる D. 行く 

Câu 29: 今日 朝ごはんを ______、出かけました。 

A. 食べなかった B. 食べない C. 食べないで D. 食べなくて 

Câu 30: セール______ 買おうと 思って いた シャツは もう 売れて しまいました。 
A. で B. に C. が D. を 
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 

Câu 31: ゆうしょうした せんしゅに ______を して ざっしに のせます。 
A. ボランティア B. インタビュー C. インターネット D. スピーチ 

Câu 32: あの 学生は 英語も ドイツ語も ______ 話せます。 

A. すらすら B. だんだん C. ますます D. どんどん 

Câu 33: 日本は やきゅうが ______ 国です。 
A. べんりな B. さかんな C. にぎやかな D. じょうぶな 

Câu 34: きのう、国に いる 母から 手紙が ______。 
A. かえりました B. とどきました C. あがりました D. いきました 

Câu 35: あの 先生の じゅぎょうは ______ おもしろかったです。 
A. しっかり B. ほんとうに C. なるべく D. きちんと 

Câu 36: ______ 川で およぐのは あぶないから やめた ほうが いいです。 

A. ふるい B. ふかい C. みじかい D. ふとい 

Câu 37: しゅうまつに ドライブに 行ったら、道が とても こんで いました。______ 車が こしょうして、 

たいへんでした。 
A. または B. だから C. すると D. それに 

Câu 38: かれは ______から ずっと 病気で 学校を 休んで います。 
A. こんど B. こんご C. この さき D. この あいだ 

Câu 39: 日本語の ______が いい 学生を えらびます。 

A. しゅっぱつ        B. せいせき           C. けいけん              D. きそく 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ câu 40 đến câu 43. 

 ロベルト：仕事の 後の ビールは おいしいなあ！ 
40）______。  ピーター：今日は よんで くれて、（

41）______。  ロベルト：好きな 仕事が 終わって、（

 カルロス：ぼくも おいしい 物を 食べられて、いい きぶんだよ。 
42）______って、どんな 魚？  ピーター：「すし」は わかるけど、（

 ロベルト：魚じゃ ないよ、「カイテン」って いうのは まわる ことだよ。 
 カルロス：ああ、すしが まわって いるんだね。 
 ピーター：家の 近くの 小さい おすしやさんと どう ちがうの？ 
 ロベルト：あそこより ずっと やすいよ。みんなで 来ても だいじょうぶ。 

43）______は いいね。  ピーター：へえ、（

          （春原憲一郎 2007『日本語能力試験対策 にほんごチャレンジ 3 級 （文法と読む練習）』アスクにより） 

Câu 40:  A. ありがとう B. ごめんなさい C. すみません D. しつれいします 

Câu 41:  A. いい きぶんなんだ B. いい きぶんじゃ ないなあ 

              C. いい きぶんですか D. いい きぶんか 

Câu 42:  A. 魚 B. ビール C. カイテン D. すし 

Câu 43:  A. あれ B. それ C. どこ D. これ 
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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 44: では、また お会い する日を 楽しみを して います。 

                        A                 B                        C                         D 
Câu 45: しけんの とき、本や ノートを 見るは いけません。  

                A                                     B              C              D 
Câu 46: 道で 知らない 人に とくに よばれて、びっくりしました。 

           A                            B         C              D 
Câu 47: 今 仕事を 終わる ところですので、ちょっと わたしを 待ちましょうか。 

                     A            B               C                                                                    D 
Câu 48: 教室の かべに、 せいとが かいた 日本の 地図が かかって あります。 

                            A                 B                                            C             D 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình huống trong các 

câu dưới đây: 

Câu 49: ひしょ:「しゃちょうは すぐ もどると 思います。」 

          きゃく:「じゃ、ここで ______。」 

A. お待たせ しました B. 待たせて くださいませんか 
C. いって らっしゃい D. 行って きます 

Câu 50: 杉本:「あの コンサート、もう やって いないよ。」 

          山川:「______。」 

A. うん、やって おくね B. じゃ、明日 見に 行こうよ 
C. うん、まだ やって いないみたい D. えっ、終わって しまったんだ 

Câu 51: しゃいん:「ぶちょう、来月 三日間ぐらい 休みを いただいても よろしいですか。」 

      ぶちょう:「______。」     

A. ええ、かまいませんよ B. いいえ、けっこうです 
C. おかげさまで D. そう、よかったね 

Câu 52: きゃく           :「うんてんしゅさん、その かどで 止めて ください。」 

   うんてんしゅ:「______。1,020 円に なります。」 

A. だめですね B. そうですね C. わかりました D. 止めますよ 
Câu 53: 田中:「体の ぐあいは どうですか。しんぱいして いたんですよ。」 

      中山:「______。ありがとう。」     

A. あ、そうですか B. あ、しんぱいしましたね 
C. あ、しんぱいしましたか D. あ、よく なりました 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 

Câu 54: どう しましたか。何か なくしたんですか。 

A. 何か みつからないんですか。  
B. 何か まちがえたんですか。 
C. 何か しんぱいして いるんですか。  
D. 何か おこったんですか。 
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Câu 55: お花見の ことを みなさんに れんらくして ください。 
A. お花見の ことに ついて みなさんで そうだんして ください。 
B. お花見の ことを みなさんに つたえて ください。 
C. お花見に みなさんを つれて いって ください。 
D. お花見の ことを みなさんで はなして ください。 

Câu 56: かのじょは いつも 自分の いけんを はっきり 言いません。 
A. かのじょの いけんは いつも よく わかりません。 
B. かのじょは いつも 自分の いけんを つよく 言います。 
C. かのじょは いつも いけんが すくないです。 
D. かのじょは いつも いけんを ぜんぜん 言いません。 

Câu 57: この みせは、月よう日と 木よう日しか あいて いません。 
A. この みせは、月よう日と 木よう日だけ あいて います。 
B. この みせは、月よう日と 木よう日いがい あいて います。 
C. この みせは、月よう日と 木よう日も あいて いません。 
D. この みせは、月よう日と 木よう日は あいて いません。 

Câu 58: かれが 勉強して いるのは、めずらしい ことです。 
A. かれは あまり 勉強しません。今日も しません。 
B. かれは よく 勉強します。今日も して います。 
C. かれは あまり 勉強しません。今日は して います。 
D. かれは いつも 勉強します。今日は あまり しません。 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 59 đến câu 60. 
リンさんは 大学の 先生に メールを 書きました。そして、先生に へんじを もらいました。 
〈リンさんが 書いた メール〉 
こんにちは。おねがいが あって、メールしました。今日の じゅぎょうで、先生が しょうかい

して くださった 本を 読みたいのですが、大学の 本やさんに ありませんでした。それで、 
先生の 本を 貸して いただきたいのですが…。よろしく おねがい します。 

〈先生からの へんじ〉 
こんにちは。じつは、ほかの 人からも 同じような メールが 来て、もう やくそくして 

しまいました。大学の 図書館にも あるそうなので、すみませんが、図書館で 借りて もらえ

ますか。メールを くれたのに、ごめんなさいね。 
                                                                                         （日本語検定協会『実用日本語検定第 115 回 E-F』により） 

Câu 59: リンさんは、何の ために 先生に メールを しましたか。 
A. じゅぎょうを 休んで しまったからです。 
B. 本を しょうかいして もらいたかったからです。 
C. じゅぎょうで 使う 本を 買いたかったからです。 
D. 先生の 本を 借りたかったからです。 

Câu 60: ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。 
A. リンさんは 先生に 本を もらいます。 
B. 先生は 図書館で 本を 借りました。 
C. 先生は ほかの 人に 本を 貸します。 
D. リンさんは 図書館で 本を 見つけました。 
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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 hỏi, từ câu 61 đến câu 64. 
わたしは 映画が 好きです。日本に りゅうがくする 前は、毎週、映画館で 映画を 見て 

いました。でも、日本に 来てからは、ほとんど 映画を 見て いません。チケットが とても 

高いからです。日本で 映画の チケットは 1,800 円ぐらいですが、これは 世界で いちばん 

高いそうです。学生の チケットは 少し 安くて 1,500 円ですが、これは わたしの 国の 

倍（注 1）です。 
下は、映画館へ 行かない りゆうを 聞いた アンケートの けっかです。やはり、 チケットの 

高さが、映画館へ 行かない 大きな りゆうの ひとつのようです。しかし、映画館には、

いろいろな サービスも あります。たとえば、わたしの 家の 近くの 映画館では、毎週 

水よう日、じょせいは 1,000 円で 映画が 見られます。これからは、このような サービスを 

利用（注 2）して、日本でも 映画を 楽しみたいと 思います。 

映画館へ 行かない りゆう 
・家で 見る ほうが らく        59.1％ 
・チケットが 高い            53.9％ 
・近くに 映画館が ない         25.2％ 
・ほかの きゃくが 気に なる      20.0％ 
・ずっと すわって いるのが いや    15.7％ 

                                                                                （日本語検定協会『実用日本語検定第 114 回 E-F』により） 

（注 1）倍（ばい）: gấp đôi   （注 2）利用（りよう）: sử dụng 

Câu 61: どうして この 人は 日本に 来てから ほとんど 映画を 見て いませんか。 
A. いそがしいから B. 映画が 好きじゃ ないから 
C. チケットが とても 高いから D. 近くに 映画館が ないから 

Câu 62: この 人の 国の 学生の チケットは いくらくらいですか。 

A. 3,600 円ぐらい B. 3,000 円ぐらい 
C. 900 円ぐらい D. 750 円ぐらい 

Câu 63: 「このような サービス」と 合って いるのは どれですか。 
A. 毎週の 水よう日 じょせいが 1,000 円で 映画が 見られるサービス 
B. 毎週の 水よう日 学生が 1,500 円で 映画が 見られるサービス 
C. 近くの 映画館で 学生が 1,800 円で 映画が 見られるサービス 
D. 学生の チケットの 倍で 映画が 見られるサービス 

Câu 64: ぶんしょうの ないように ついて 正しいのは どれですか。 

A. この 人は これから 日本で 映画を 見に 行かないと 思います。 
B. この 人は 毎週 水よう日に 映画館で 映画を 見て います。 
C. この 人は りゅうがくする 前、毎日 映画館で 映画を 見て いました。 
D. 日本の 映画の チケットは、世界で いちばん 高いです。 

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm) 
「いちばん 好きな プレゼント」と いう テーマに ついて、10～12 文の 作文を 書いて  

ください。 
 

---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
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	映画館へ　行かない　りゆう 
	・家で　見る　ほうが　らく　　　　　　　　59.1％ 
	・チケットが　高い　　　　　　　　　　　　53.9％ 
	・近くに　映画館が　ない　　　　　　　　　25.2％ 
	・ほかの　きゃくが　気に　なる　　　　　　20.0％ 
	・ずっと　すわって　いるのが　いや　　　　15.7％
	                                                                                （日本語検定協会『実用日本語検定第114回E-F』により） 

