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Mã đề thi 521

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. ハノイは バイクが 多くて、道を わたるのは たいへんです。
A. あおくて
B. おおきくて
C. おおくて
D. おあくて
Câu 2. 走って 行けば、出発の 時間に じゅうぶん 間に合うでしょう。
A. あるって
B. はしって
C. とびって
D. うごって
Câu 3. ミンさんは 本を 読むのが 大好きですから、よく 図書館に 行きます。
A. とうしょうかん
B. としょうかん
C. としょかん
D. とうしょかん
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 4 đến câu 7.
私は

はじめて

日本の

正月を

けいけんした。

12 月 31 日は、ま ず、朝 9 時に 中 山さんと 近くの スーパーに 行 った。
何も 買わなかったが、スーパーで おおぜいの 人が いつもより たくさんの 食料品を
買って いるのを 見た。正月に 食べる とくべつな 料理を 作るためだそうだ。
その 料理を 12 月 31日までに 作って、1 月 1 日から 3日まで ずっと 食べる しゅうかんが
あるそう だ。でも、今では 1 月 1 日から レストランで 食事を する 人も
いると 中山さんが 言って いた。
1 月 1 日は、友だちと じんじゃへ 出かけた。びっくりしたのは、じんじゃに
行こうと する 人が たくさん いて、ずっと ならんで いた ことだ。じんじゃの
外で ならんで いたら、さいふが 見つからなく なって しまった。毎年、じんじゃの
前で 待って いる 時に さいふを ぬすまれる 人も いると 聞いたので、ぬすまれて
しまったのかと 思ったが、よく さがしたら、かばんの 中に あった。やっと じんじゃに
入れて、「よい 年に なりますように」と いのった。(略)
（青水知子、2013 年、『ゼッタイ合格！日本語能力試験完全模試 N4』J リサーチ出版により ）

Câu 4. この 人は 12 月 31 日に 何を しましたか。
A. 中山さんと スーパーで 食べ物を 買った。
B. スーパーで ほかの 人が 買い物を して いるのを 見た。
C. 中山さんと レストランで 食事を した。
D. 友だちと いっしょに じんじゃに 行った。
Câu 5. この 人は 何に おどろきましたか。
A. おおぜいの 人が じんじゃに 来て いた こと
B. スーパーで おおぜいの 人が たくさんの 食料品を 買って いた
C. じんじゃの 前で どろぼうに さいふを とられた こと
D. さいふが かばんの 中に あった こと
Câu 6. この 人は 何を するために じんじゃに 行きましたか。
A. お金を じんじゃに あげるため
B. よい 年に なる ように いのるため

こと
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C. 食事に 行くため
D. さいふを みつけるため
Câu 7. 日本の 正月には どんな しゅうかんが あると 分かりますか。
A. 1 月 1 日に とくべつな 料理を 作る しゅうかん
B. 1 月 1 日に レストランで 食事を する しゅうかん
C. 正月に じんじゃに 行って、いのる しゅうかん
D. 正月に じんじゃに 行って、ならぶ しゅうかん
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ
câu 8 đến câu 11.
私は 日本語の 先生です。半年前から (8) ＿＿＿ ちゅうきゅうクラスは、
みんな まじめで、休んだり ちこくを したり する 学生は (9) ＿＿＿。でも、
10 日ぐ ら い前 か ら 、 ミン さ ん が とき どき ちこ くす る よ う に なり ま し た。
「(10) ＿＿＿ 」と ちゅういしても なおりません。とても しんぱいしました。
きのう、ミンさんの 友だちの 学生が 私の そばに 来て、ちいさい 声で 言いました。
「先生、ミンちゃん、お母さんに なったんです。」ええっ！びっくりしました。「まだ
21 さいなのに。ミンさんの ごりょうしんは 知って いるかしら。明日 ミンさんと
話を (11) ＿＿＿ 」などと 考えて いると、もう 一人の 学生が 言いました。「ねこの
赤ちゃんの 世話で たいへんらしいです」なあんだ。ミンさんは すてられて いた
子ねこを 家へ 持って きて、そだてて いたのでした。
（安藤栄里子、2010 年、『耳から覚える日本語能力試験文法トレーニング N4』、アスクにより）

Câu 8.
A. 教えた
B. 教える
Câu 9.
A. ほとんど いません
C. すこししか います
Câu 10.
A. ちこくしないと いいですね
C. ちこくしませんね
Câu 11.
A. しなかったら
B. しなくては

C. 教えて

D. 教えて

いる

いた

B. すこし 多いです
D. ほとんどです
B. ちこくしないで ください
D. ちこくしない ほうが いいです
C. したら

どう

D. するなら

いいな

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
Câu 12. この ゲームは
＿＿＿ やって あそびます。やって みませんか。
A. ここ
B. こちら
C. これ
D. こう
Câu 13. 家族の ＿＿＿の ために やさいの 料理を 毎日 作って います。
A. けいたい
B. ようす
C. けんこう
D. よてい
Câu 14. かのじょは 料理が 上手で、何でも ＿＿＿ 作れます。
A. かんたんで
B. かんたんな
C. かんたんに
D. かんたん
Câu 15. 明日の ＿＿＿は 35 度ぐらいでしょう。気を つけて くださいね。
A. きぶん
B. きそく
C. きせつ
D. きおん
Câu 16. りんご＿＿＿ 好きですが、バナナ＿＿＿ きらいです。
A. が／が
B. は／は
C. か／か
D. も／も
Câu 17. 子どもたち______ あそぶ こうえんは 広くて、きれいです。
A. の
B. を
C. は
D. に
Câu 18. きのう いくら ＿＿＿、友だちが 来ませんでした。
A. 待っても
B. 待ったら
C. 待つと
D. 待って
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Câu 19. 父は 私が 子どもの 時、よく 英語を ＿＿＿ くれました。
A. 習わせて
B. 習えて
C. 習われて
D. 習って
Câu 20. この しょうせつは 世界中の 人に ＿＿＿ います。
A. 読めて
B. 読んで
C. 読まれて
D. 読ませて
Câu 21. フランス語が ＿＿＿ 話せる ように、毎日 3 時間 話す れんしゅうを
して います。
A. どきどき
B. うきうき
C. すらすら
D. いらいら
Câu 22. 私は かぜ＿＿＿ 1 週間 学校を 休んで しまいました。
A. が
B. で
C. の
D. に
Câu 23.
山田：「漢字で 書かなくても いいですか。」
田中：「いいえ、＿＿＿。」
A. ひらがなで 書いても いいです
B. かならず 漢字で 書いて ください
C. ひらがなで 書かなければ なりません D. 漢字を 書いても かまいません
Câu 24. 車＿＿＿ こしょうしたので、工場で なおして もらいました。
A. で
B. と
C. に
D. が
Câu 25. 気分が ＿＿＿みたいですね。かおが 青いですよ。
A. わる
B. わるくて
C. わるい
D. わるく
Câu 26. ちょうど 今 ごはんを ＿＿＿終わったところです。
A. 食べて
B. 食べ
C. 食べた
D. 食べる
Câu 27. あの 人に 何を させても ＿＿＿なんです。ほんとうに こまりますね。
A. だめ
B. きらい
C. いや
D. けっこう
Câu 28. ＿＿＿ 言った とおりに、メモを とって ください。
A. ずっと
B. さっき
C. ちょうど
D. やっと
Câu 29. テーブルの 上に ナイフと フォークが ＿＿＿ あります。
A. うごかして
B. ならべて
C. かけて
D. かざって
Câu 30. 雨が ふったので、おまつりは 来週 ＿＿＿。
A. 行われる ことに なりました
B. 行われる ように なりました
C. 行われて しまいました
D. 行われる ことに しました
Câu 31.
山田：「ボタンが ＿＿＿。」
田中：「あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」
A. とったみたいですよ
B. とれるそうですよ
C. とったかも しれませんよ
D. とれそうですよ
Câu 32. 私は 女だけど、＿＿＿を つけるのが あまり 好きじゃありません。
A. アクセサリー
B. スーツ
C. コート
D. スカート
Câu 33. かれは 日本へ 来てから もう ＿＿＿ので、日本の ことを よく 知って います。
A. 2 年間だ
B. 2 年間な
C. 2 年間なん
D. 2 年間
Câu 34. 私の けっこんしきに 高校じだいの 友だちが ＿＿＿も 来て くれませんでした。
A. だれ
B. いつ
C. どれ
D. なに
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ
câu 35 đến câu 36.
山本さんは 大学生です。毎日 きっさてんで アルバイトを
はたらくと 900 円 もらえます。

して

います。1 時間

アルバイトの 中で、一ばん たくさん お金が もらえるのは、道や ビルを 作るのを
てつだう 仕事で、1 日で 1 万円 もらえます。でも、この 仕事は とても たいへんで、
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1 日 8 時間いじょうも はたらかなければ なりません。ですから、学生は あまり
この アルバイトは やりません。また、図書館で 本を 貸す てつだいを する
仕事が あります。これは、すわって いる 仕事ですから かんたんなのですが、1 時間で
600 円しか もらえません。
山本さんは、きっさてんの 仕事は、そんなに たいへんではないし、もらえる
お金も 悪く ないので、一ばん 好きだと 言って います。
（国際交流基金、2000 年、JLPT『日本語能力試験 3 級』により）

Câu 35. 山本さんは 今の アルバイトを どう 思って いますか。
A. 今の 仕事は 早く やめて、もっと 勉強する 時間を 作りたい。
B. 仕事も あまり たいへんではないし、もらえる お金も いい。
C. 仕事が いそがしくて 大学に 行けないので、やめたい。
D. もっと たくさん お金が もらえる 仕事が したい。
Câu 36. アルバイトの ことを 正しく せつめいして いるのは どれですか。
A. 学生は きっさてんの アルバイトは 1 日 1 時間しか できません。
B. 学生は よく 道や ビルを 作るのを てつだう アルバイトを します。
C. 図書館で 本を 貸す てつだいを する アルバイトは もらえる お金が 多く ないです。
D. りょうしんから お金を もらって アルバイトを しなくても いいです。
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 37. おおきい 駅だけじゃなくて、その ちいさい 駅では しんかんせんの きっぷが
A
B
C
D
買えますよ。
Câu 38. 目が よくないので、いつも めがねを かけながら、新聞を 読みます。
A
B
C
D
Câu 39. 田中さんは 私に すもうを 見に つれて 行って くださいました。
A
B
C
D
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 40. 今年の 春は 雨が すくなくて いい 天気が つづいて いました。
A. 少なくて
B. 小なくて
C. 少くて
D. 小くて
Câu 41. 9 時から じゅぎょうが はじまるので、おくれないで ください。
A. 妹まる
B. 好まる
C. 始まる
D. 姉まる
Câu 42. となりの にわから とりの 声が 聞こえます。
A. 鳥
B. 馬
C. 島
D. 鳴
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân
dưới đây.
Câu 43. 青、または 黒の ボールペンで 書いて ください。
A. 黒ではなく、青の ボールペンで 書いて ください。
B. 青か 黒の ボールペンで 書いて ください。
C. 青ではなく、黒の ボールペンで 書いて ください。
D. 青と 黒の ボールペンで 書かないで ください。

Trang 4/5 - Mã đề thi 521

Câu 44. 友だちに しりょうの コピーを おねがいしました。
A. 友だちに しりょうの コピーを 見せました。
B. 友だちに しりょうの コピーを たのみました。
C. 友だちに しりょうの コピーを 出しました。
D. 友だちに しりょうの コピーを ていしゅつしました。
Câu 45. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても よろこんで います。
A. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても うれしそうです。
B. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かなしそうです。
C. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても かわいそうです。
D. 友子さんは 有名な 大学に 入学して とても さびしそうです。
Câu 46. つぎの しあいに かつために、毎日 れんしゅうを して います。
A. つぎの しあいに かつために、毎日 話を して います。
B. つぎの しあいに かつために、毎日 トレーニングを して います。
C. つぎの しあいに かつために、毎日 そうじを して います。
D. つぎの しあいに かつために、毎日 料理を して います。
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình
huống dưới đây.
Câu 47.
田中：「山田さん、にもつが 多いですね。すこし 持ちましょうか。」
山田：「＿＿＿＿。」
A. いいえ、けっこうです
B. いいえ、てつだいましょう
C. いいえ、てつだって ください
D. いいえ、ちがいます
Câu 48.
田中：「お体の ぐあい、どうですか。」
山田：「______。」
A. ええ、おかげさまで
B. いいえ、元気です
C. いいえ、だめです
D. ええ、おだいじに
Câu 49.
山田：「毎晩 9 時まで はたらきます。」
田中：「＿＿＿。」
A. それは ざんねんですね
B. それは おめでとう ございます
C. それは たいへんですね
D. それは いいですね
Câu 50.
田中：「ここを なおして くれなかったら、こまりますよ。」
山田：「＿＿＿＿。」
A. いいえ、だめです
B. はい、なおして ください
C. すみません。すぐ やります
D. すみません。ちょっと こまります
------------------------ HẾT ------------------------
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