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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 
Câu 1:  私は 外国へ 行って、食べた ことが ない めずらしい ものを 食べる_____ 好きです。 

A.  のを B.  ので C.  のが D.  のに  
Câu 2: この 国は 夏でも あまり 暑く ＿＿＿。 

A.  なりました B.  なりません C.  なります D.  なりたくない 
Câu 3: これから、コンピューター______ 使い方に ついて お話し いたします。 

A.  の B.  で C.  を D.  と 
Câu 4: 田中：「新しい ソフトが できた そうです。」 

      山田：「______は 何の ソフトですか。」 

A.  どれ B.  それ C.  これ D.  あれ 
Câu 5: しょうひんが ______すぎると、買いたく ない ときも ある。 

A.  安かった B.  安 C.  安い D.  安くない 
Câu 6: どんな 味が きらいかは、人に ______ ちがいます。 

A.  とって B.  ついて C.  よって D.  たいして 
Câu 7: 家を ______とき、電話が かかって きました。 

A.  出て います B.  出る C.  出て D.  出ます 
Câu 8: 今日は、たくさん あそんだので、子どもたちは ______ ねて いる。 

A.  ぐっすり B.  すっきり C.  はっきり D.  ゆっくり 
Câu 9: その ことは だれ＿＿＿ 言わなかった。 

A.  でも B.  のに C.  かも D.  にも 
Câu 10: 山田先生は ______し、______し、学生に そんけい されて いる。 

A.  ねっしんに/ おもしろい B.  ねっしんだ/ おもしろく 
C.  ねっしんだ/ おもしろい D.  ねっしんな/ おもしろ 

Câu 11: どろぼうに ______ とられましたか。 

A.  なにを B.  なには C.  なにが D.  なにも 
Câu 12: とても つかれた。______、頭も 痛い。 

A.  それで B.  それに C.  それでも D.  それじゃ 
Câu 13: この 店で 日本の お金が ______か。 

A.  使うんです B.  使ったんです C.  使えます D.  使います 
Câu 14: 手に けがを したので、姉＿＿＿ ご飯＿＿＿ 食べさせて もらった。 

A.  に/ に B.  を/ を C.  に/ を D.  を/ に 
Câu 15: せつめいしょに ______ 作ったが、うまく できなかった。 

A.  書いて ある とおりに B.  書いた とおりに 
C.  書いて おいた ように D.  書いた ふうに 
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Câu 16: 午後は、雨が ______ですから、2時ごろ しゅっぱつ しましょう。 

A.  ふった B.  ふる C.  ふらなさそう D.  ふらなかった 
Câu 17: 借りた お金は かならず ______ いけません。 

A.  返しては B.  返さなくても C.  返さないで D.  返さなければ 
Câu 18: しゃちょう、先週 私が 書いた レポートを ______。 

A.  お読みに なりましたか B.  お読み しましたか 
C.  お読み なりましたか D.  お読みに しましたか 

Câu 19: ______ 考えても、そんな 計画が せいこう すると 思えない。 

A.  なんで B.  どうして C.  いくらでも D.  どう 
Câu 20: 父は 私を フランスに りゅうがく ______ました。 

A.  して あげ B.  させて くれ C.  させられ D.  して もらい 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc phần được gạch chân trong các câu sau: 
Câu 21: 田中さんは アメリカの 音楽を 研究して います。 

A.  けきゅ B.  けんきゅう C.  けんきゅ D.  けきゅう 
Câu 22: ベトナムでは、一年で 一月が 一番 寒いです。 

A.  あつい B.  ひろい C.  さあむい D.  さむい 
Câu 23: いつも 親切に して くださって、ありがとう ございます。 

A.  おやぜつ B.  しんせつ C.  しんぜつ D.  おやせつ 
Câu 24: 計画に よると、この 仕事は 今度の 春までに 終わると 思います。 

A.  こんどう B.  こんど C.  まいど D.  まいどう 
Câu 25: その 本を かれに 貸して もらった。 

A.  かして         B.  たして           C.  きして              D.  はんして 
 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 26 đến câu 27. 
 明日 車で みどり山へ 行く。みどり山は 私の いなかに ある。家から 山まで 

ふつうは 3 時間ぐらい かかる。でも、明日は 土よう日で、道が こむから、すこし 早く 

家を 出た ほうが いい だろう。11 時までには 山に 着きたい。着いたら、すぐ 

昼ごはんを 食べる つもりだ。 

 みどり山には うつくしい みずうみが あって、たくさんの 人が あそびに 来る。

天気が よければ、およいだり、魚を つったり する ことが できる。ふねにも のれる。

私は、魚が つりたい。でも、天気が あまり よくなかったら、つりは やめて、山で 

めずらしい 花や 鳥を 見ようと 思う。 

 みずうみの そばに にんぎょうの びじゅつかんが ある。日本の だけ ではなく、

世界中の にんぎょうが かざって ある らしい。時間が あったら、見て みたい。 

 帰りに いなかの 家に よって、りょうしんと いっしょに 晩ご飯を 食べる つもりだ。

母の 料理は ひさしぶりなので、とても 楽しみだ。 
                                             (http://jlpt.info/Oriential/jlptexamine.do?year=2002&level=3) 

Câu 26: 明日 この人 は どうして 早く 出かけますか。 

A.  あまり 天気が よく ないから B.  うつくしい みずうみが あるから 
C.  土よう日で、車が 多いから D.  めずらしい 花や 鳥が いるから 

Câu 27: この人は びじゅつかんに 行きますか。 

A.  行くかも しれません。 B.  行かない つもりです。 
C.  行きたく ないです。 D.  行きません。 
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 
Câu 28: おなかが すいたので、______ 昼ごはんを 食べに 行きませんか。 

A.  そろそろ B.  いよいよ C.  とうとう D.  どんどん 
Câu 29: では、作り方を せつめい します。＿＿＿、やさいと 肉を じゅんび しましょう。 

A.  つぎに B.  または C.  それで D.  まず 
Câu 30: しっかり 練習 しましたから、きっと ______でしょう。 

A.  ひつよう B.  うるさい C.  だいじょうぶ D.  わるい 
Câu 31: お金が ＿＿＿なくて、買えなかった。 

A.  はらわ B.  あり C.  たり D.  いれ 
Câu 32: 日本の ______は ぜんぶ 海です。 

A.  まわり     B.  とちゅう              C.  後                          D.  中 
Câu 33: 今日は、＿＿＿が 一つも なくて、いい 天気です。 

A.  ほし B.  ゆき C.  あめ D.  くも 
Câu 34: 持って いた 食料品を ＿＿＿ 食べて しまった。早く たすけて ほしい。 

A.  たいてい B.  ほとんど C.  かならず D.  せっかく 
Câu 35: マリアさんの お母さまは 日本へ ＿＿＿ ことが ありますか。 

A.  なさった B.  めしあがった C.  ごらんに なった D.  いらっしゃった 
Câu 36: 私は ______を しながら、大学で 勉強して います。 

A.  アルバイト B.  セーター C.  ポスター D.  ケーキ 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa các câu được gạch chân sau: 
Câu 37: この 町は みどりが 多いです。 

A.  この 町は 木や 花が 多いです。 
B.  この 町は 青しんごうが 多いです。 
C.  この 町は みどりいろの 建物が 多いです。 
D.  この 町は きれいな 川が 多いです。 

Câu 38: えの てんらんかいに 行きます。 

A.  えを 見に 行きます。 B.  えを えがきに 行きます。 
C.  えを 習いに 行きます。 D.  えを なおしに 行きます。 

Câu 39: 私は さとうさんに ｢おだいじに｣と 言いました。 

A.  さとうさんは これから 学校へ 行きます。  
B.  さとうさんは 今日 けっこん します。 
C.  さとうさんは 今日 はたちに なります。  
D.  さとうさんは 今 病気です。 

Câu 40: ここに 入らないで ください。 

A.  ここは べんりです。 B.  ここは 楽しいです。 
C.  ここは きけんです。 D.  ここは 安全です。 

Câu 41: 毎月 おこづかいを 7 千円も もらって いる。 

A.  毎月 おこづかいを 7 千円しか もらって いない。 
B.  毎月 おこづかいを 7 千円 もらって いるが、それは すくないと 思う。 
C.  毎月 おこづかいを 7 千円の ほかに、もっと もらって いる。 
D.  毎月 おこづかいを 7 千円 もらって いるが、それは 多いと 思う。 
 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống, từ câu 42 đến câu 45. 
 みなさんは、「ゆきかき」と いう ことばを 知って いますか。「ゆきかき」とは、

(42)＿＿＿。私が 住んで いる 町は、冬に なると、ゆきが たくさん ふります。道に 
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ゆきが のこって いると、歩き にくいし、あぶないですから、私の 町では、ゆきが 

ふる きせつは、毎日 みんなで 「ゆきかき」を します。 

(43) 「ゆきかき」は、ゆきが ＿＿＿、なるべく 早く します。ゆきは、ふった後、

しばらく すると、かたく なるからです。ゆきが かたく なると、「ゆきかき」が 

しにくく なって しまいます。(44)＿＿＿、朝は、みんな 早く 起きて、夜の 間に 

ふった ゆきを かたづけます。そして、おとしよりや 体が 弱い 人が いれば、きんじょの 

人たちが 「ゆきかき」を しに 行きます。 

 私は、冬の 朝、いつも 父と 妹と「ゆきかき」を します。その 間、母は 

朝ご飯を 作ります。「ゆきかき」は つかれますが、 (45)＿＿＿ 道を 見ると、とても 

うれしく なります。 
                                               （日本語検定協会『実用日本語検定第 124 回 E-F』） 

Câu 42:   A.  どうぐを 使って、ゆきを 作ることです 
               B.  どうぐを 使って、ゆきを 集めることです 
               C.  どうぐを 使って、ゆきと あそぶことです 
               D.  どうぐを 使って、ゆきを かたづけることです 

Câu 43:  A.  ふっても B.  ふるなら C.  ふったら D.  ふると 
Câu 44:  A.  たとえば B.  ですから C.  でも D.  それなのに 
Câu 45:  A.  きたなく なった B.  しずかに なった 
               C.  きれいに なった D.  せまく なった 

 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách viết bằng chữ Hán phần được gạch chân trong các câu sau: 
Câu 46: じしょで 意味が おなじ ことばを しらべます。 

A.  司じ B.  同じ C.  伺じ D.  胴じ 
Câu 47: 田中さん、うたいながら、勉強 するのは よく ないですよ。 

A.  歌い B.  歐い C.  飲い D.  哥い 
Câu 48: ようじが あって、パーティーに 行けなく なって しまった。 

A.  要時 B.  通事 C.  用事 D.  様時 
Câu 49: ゆうがた おんせんに 行きましょう。 

A.  夕方 B.  夕坊 C.  夕防 D.  夕芳 
Câu 50: あかるい 未来に むけて、がんばりましょう。 

A.  明るい B.  暗るい C.  音るい D.  晩るい 
 

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 51: 火を 消えた かどうか、かくにん してから、へやを 出て ください。 

   A          B             C        D 

Câu 52: あの 人が むかし 有名な せんしゅだった ことを おぼえて いる 人は  

      A                   B            C 

だれが いません。 

   D 

Câu 53: 山田さんは 大きい めがねを かけて、白い シャツを 着て、青い ネクタイを  

                   A               B 

しめて、ちゃいろの ズボンを つけて いる 方です。 
C                 D 

Câu 54: 田中さんが けんこうの ように、 タバコを やめようと 決心 した そうだよ。 

          A                      B                C           D 
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Câu 55: ウォークマンは 電車の 中でも 音楽が 聞こえるので、わかい 人に 人気が あります。 

               A                  B         C                      D 

 

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 56: 山田：「この かばん、かわいいでしょう。」 

        田中：「______。」 

A.  わあ、ほんとうですか。私も さびしい 
B.  わあ、いいなあ。私も ほしい 
C.  わあ、ほんとうに 楽しい 
D.  わあ、ほんとうに うれしい 

Câu 57:  山田：「おひさしぶりですね。お元気ですか。」 
                田中：「はい、______。」 

A.  かまいません B.  こちらこそ 
C.  ごめんください D.  おかげさまで 

Câu 58: 山田：「ごちゅうもんは 何に なさいますか。」 
               田中：「______。」 

A.  コーヒーを 二つ、けっこうです B.  コーヒーを 二つ、たのんでも いい 
C.  コーヒーを 二つ、なさいます D.  コーヒーを 二つ、おねがいします 

Câu 59: 山田：「来週 フランス料理の 店に 行こうと 思って いるけど、いっしょに、どう？」 

   田中：「______。」 

A.  ああ、その 店か B.  フランス料理は おいしいよ 
C.  いいなあ。ぼくも 行きたいなあ D.  いいねえ、行こう 

Câu 60: 山田：「きのう、かぜを ひきました。」 

        田中：「______。」 

A.  それは いけませんね B.  それは すみませんね 
C.  それは ざんねんですね                 D.  それは なりませんね 
 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu, từ câu 61 đến câu  64. 
ある日、アリスは、「わすれんぼの 森」に 行きました。この 森に 行った人は、

何か 一つか 二つ、思い出せなく なって しまいます。 

たとえば、ほかの ことは みんな おぼえて いるのに、自分が わすれて しまいます。

兄弟の 名前を わすれて しまう人も います。住所を わすれて しまう人も 

います。この 森では、ぜんぶ わすれて しまう わけ ではありません。何か 

一つか 二つだけ わすれて しまうのです。 

アリスは、その日が 何よう日か、わすれて しまいました。 

さて、「わすれんぼの 森」には、ライオンと ユニコーンが 住んで いました。

この ２頭は ちょっと へんな 動物でした。ライオンは、月よう日と 火よう日と 水よう日には、

かならず うそを つきます。ほかの 日は ほんとうの ことを 言います。ユニコーンは、木よう日と 

金よう日と 土よう日に うそを つきます。ほかの日は うそは つきません。 

 ある日、アリスは、大きな 木の 下で 休んで いる ライオンと ユニコーンに 

会いました。２頭は、それぞれ、こう 言いました。 

ライオン ：「きのうは、ぼくは「うそを つく日」だったわ。」 

ユニコーン：「あたしも、きのうは「うそを つく日」だった。」 

 その話を 聞いて、頭の いい アリスは、その日が 何よう日か わかりました。 

 さあ、それは、何よう日だったでしょうか。 
                           （産能短期大学 1991「日本語を楽しく読む本・中級」、渡辺印刷（株）） 
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Câu 61:  アリスの 行った ところは どんな ところでしたか。 

A.  みんなが うそを つく ところ 
B.  いろいろな 動物が いる ところ 
C.  知って いる ことを ぜんぶ わすれて しまう ところ 
D.  一つか 二つ、何かを わすれて しまう ところ 

Câu 62:  そこで 何に 会いましたか。 

A.  2 頭の ユニコーン 
B.  1 頭の ライオンと 1 頭の ユニコーン 
C.  2 頭の ライオンと 2 頭の ユニコーン 
D.  2 頭の ライオン 

Câu 63:  アリスに どんな ことが 起こりましたか。 

A.  アリスは 兄弟の 名前を わすれて しまった。 
B.  アリスは 今年が 何年か わすれて しまった。 
C.  アリスは その日が 何よう日か わすれて しまった。 
D.  アリスは 自分の 住所を わすれて しまった。 

Câu 64:  アリスは どんな 人ですか。 

A.  よく わすれる 人です。 B.  へんな 人です。 
C.  頭が いい 人です。 D.  よく うそを つく 人です。 
 

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm) 

1. Sắp xếp các từ cho sẵn dưới đây thành câu hoàn chỉnh: 
Câu 1:  間に合わない/ 。/ 行かない/ と/ よ/ すぐ/ 、/ 

Câu 2: みたい/ もし/ / あったら、/ を/ お金/ が/ / / 。/ ビジネス/  新しい  はじめて

Câu 3: せいと/ ふえて/ 勉強して/ を/ が/ 。/ いる/ さいきん/ 日本語/ きました/ 

Câu 4:  前/ が/ とおりました/ 家/ を/ 。/ の/ バス/ 
 
2. Viết một đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu theo chủ đề sau:   
                 「高校を そつぎょうした後の よてい」 
 

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