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ĐỀ MINH HỌA

(Đề thi có05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: TIẾNG NHẬT
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

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 薬は にがい あじが しますね。
A. 味

B. 咲

C. 咮

D. 呼

Câu 2: 今日の テストは むずかしかったので、ぜんぶは こたえられませんでした。
A. 笑え

Câu 3:この
A. 暗くて

B. 箸え
へやは

C. 笶え

くらくて
B. 音くて

しずかです。
C. 暲くて

D. 答え
D. 瞳くて

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau:
Câu 4: コンサートの 会場は この 建物の 4かいです。
A. かいじょう
B. かいば
C. かいじょ
D. かいぱ
Câu 5:これは ベトナムで せいさんされた 品物です。
A. しなもの
B. ひんもの
C. ひんぶつ
D. しなぶつ
Câu 6:明日 ７時に 出発しますので、今晩 早く ねなさい。
A. しゅっぱつ
B. しゅっはつ
C. しゅぱつ
D. しゅはつ
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau:

Câu 7:新しい ＿＿＿を 2だい 買いました。
A.パソコン

B.メール

C.ポスター

D.スポーツ

Câu 8:「おさけを
A.こわす
Câu 9:この

飲みすぎると、 体を ＿＿＿よ。」
B.おちる
C.こわれる
D.おとす
シャツは ＿＿＿から すぐ やぶれそうです。

A.うすい
Câu 10:山田さんは
A.まじめ

Câu 11:あなたの

B.せまい
C.たかい
______な 人なので、毎日 よしゅうと
B.しずか
C.たいせつ
へんじを

______ 待って

D. あつい
ふくしゅうを して
D. てきとう

います。

いました。

A.ずっと
B.さっき
C.きっと
D. はっきり
Câu 12:もう おそいから、______ 帰りましょう。
A.そろそろ
B.だんだん
C.ときどき
D. とうとう
Câu 13:道が 分かりませんでした。＿＿＿、バイクタクシーの 人に たずねました。
A.そして
B.それで
C. しかし
D.でも
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phùhợp với ýnghĩa của câu được gạch chân dưới đây:
Câu 14:あの 話は うそです。
A.あの 話は ほんとうでは ありません。
B.あの 話は 大切です。
C.あの 話は ほんとうです。
D.あの 話は 大切では ありません。
Câu 15:日が くれました。
A.空が くらく なりました。
B.空が くもりました。
C.空が はれました。
D.空が 明るく なりました。
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Câu 16:きのう
A.ナムさんは
B.ナムさんは
C.ナムさんは
D.ナムさんは

ナムさんは 仕事を 休みましたね。なぜですか。
どうして 仕事を 休みましたか。
どんな 仕事を 休みましたか。
どこで 仕事を 休みましたか。
どちらの 仕事を 休みましたか。

Câu 17: けしきの いい 所で おべんとうを 食べました。
A.きれいな 花が ある レストランで おべんとうを 食べました。
B.きれいな 写真が かけて ある へやで おべんとうを 食べました。
C.きれいな つくえや いすが ある きょうしつで おべんとうを 食べました。
D.きれいな 山や 森が 見える こうえんで おべんとうを 食べました。
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 18 đến câu 19.

私は、家の 近くを 毎日 さんぽして いますが、今日は いつもと ちがう道を 歩いて
みました。歩いて いると、どこからか 花の いい においが して きました。知って いる
かおりなのに、それが どんな 花なのか 思い出せませんでした。でも、その とき しぜんに、
むかし 住んで いた家の ことを 思い出しました。
①それは、いなかの、広い にわが ある 家でした。そふと そぼも いっしょに 住んで
いて、にぎやかな 毎日でした。となりの 家の あきこちゃんと いう 女の 子と 家の
うらに ある 山に 行ったり、近くの 川に 行ったり して、よく いっしょに あそびました。
②なつかしい 思い出です。
（国際交流基金、日本語能力試験公式問題集 N3）

Câu 18: ①それと あるが、何のことか。
A.さんぽの とちゅうで 見た 花が さいて いる家
B.むかし 住んで いた 家に よく にて いる家
C.子供の ころ 自分が 住んで いた 家
D.むかし いっしょに よく あそんだ あき子ちゃんの 家
Câu 19: ② なつかしい 思い出と あるが、たとえば どんな 思い出だと
A.となりの 家の 広い にわに よく 行った。
B.そふと そぼが よく あそびに 来た。
C.にわで あきこちゃんと 花を 見た。
D.ともだちと いっしょに 山や 川で あそんだ。

言って いるか。

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau:
Câu 20:だれかの ないて いる 声 ＿＿＿ 聞こえます。
A.が
B.のが
C.を
D.のを
Câu 21:私は 友だち ＿＿＿ ぶんぽうの ノートを なくされました。
A.から
B.ので
C.に
D.と
Câu 22:この 新しい 店 ＿＿＿＿ まだ 名前が ありません。
A.には
B. では
C.とは
D.へ
Câu 23:「駅まで
行ったら いいですか。」
A.どうして
B.どうやって
C.どうしたら
D.どんな
Câu 24:日本語の しけんを ＿＿＿ 時、何が いりますか。
A.うけて
B. うける
C.うけよう
D.うけ
Câu 25:日本語の 本は つくえの 上に ＿＿＿ あります。
A.おいて
B.おく
C.おいた
D.おきました
Câu 26:図書館は ＿＿＿から、いつも 図書館で 勉強します。
A.しずか
B.しずかな
C.しずかに
D.しずかだ
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Câu 27:さいきん さしみが ＿＿＿＿ ように なりました。
A.食べた
B.食べる
C.食べられる
D.食べさせる
Câu 28:私は 弟に ＿＿＿と 思って、この 本を 買いました。
A.読まれる
B.読ませよう
C.読む
D.読ませられる
Câu 29:山田さんの 住所が 分かりません。だれか ＿＿＿＿ 人は いませんか。
A.知る
B.知るの
C.知っての
D.知って いる
Câu 30:あの アパートは へやも せまい＿＿＿＿、やちんも 高い＿＿＿＿、人気が ない。
A.し
B.とか
C.たり
D.か
Câu 31:あの 子どもは ＿＿＿＿そうな かおを して います。
A.はずかしい
B.はずかし
C.はずかしく
D.はずかしに
Câu 32:おなかが いっぱいで、ご飯を はんぶん＿＿＿＿ 食べられなかった。
A.でも
B.しか
C.だけ
D.にも
Câu 33:3 月に なって、最近 ＿＿＿＿ あたたかく なって きた。
A.あまり
B.だんだん
C.そろそろ
D.すらすら
Câu 34:田中：「さいきん、駅前に 新しい レストランが できたのを 知って いますか。」
上田：「えっ、知りませんでした。＿＿＿＿ 店は、どんな 店ですか。」
A.あの
B.その
C.そんな
D.あんな

Câu 35:この 手紙は ______ 来たのでしょう。変わった 切手ですね。
A.どこ

B.どこへ

C. どこから

D. どこまで

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 36 đến câu 39.

ある じゅくの 先生の 話です。
子どもが、テストで 悪い てんを とって きた 時、たいていの お母さんや お父さんは
「もっと 勉強しろ」と おこったり、「本当に 勉強して いるのか」と うたがったり して
います。中には 「おまえは、頭が 悪い」と 子どもを ばかに する 人も います。でも、
先生に よると、これが いちばん 言っては いけない ことばなの だそうです。
「そう 言われた 子どもは、『私は 頭が 悪いから、勉強しても しかたない』と思う ように
なって しまうんです」。
その 先生は、悪い てんを とって きた 子どもに、まず、「どう いう 気持ちだった？」と、
聞く そうです。すると、子どもは 「くやしい」とか 「本当は、もっとできる はずだった」
などと こたえる。そして、「じゃ、つぎは どう いう 気持ちに なりたい？」と 聞くと、
たいてい 「いいてんを とって いい 気持ちに なりたい」など、①前むきな こたえが かえって
くるそうです。そして、いい 気持ちに なるために どうしたら いいか、てんが 悪かった
げんいんと、それを なおす ほうほうも、子どもに 考えさせる。すると、②だんだん 自分で
進んで、勉強する ように なる そうです。
（国書日本語学校編、2010「日本語能力試験予想問題集 N4」、国書刊行会、p80）

Câu 36:この ぶんしょうで、悪い てんを

とって きた 子どもに、お父さんが いちばん
言っては いけない ことばだと 言って いるのは どれですか。
A. 「おまえは、あたまが 悪い」
B.「もっと 勉強しろ」
C. 「本当に 勉強して いるのか」
D. 「勉強しても しかたない」
Câu 37:この じゅくの 先生は、悪い てんを とって きた 子どもに、はじめに 何を 聞くと
言って いますか。
A.家で どのぐらい 勉強したか。
B.つぎの テストで 何てん とりたいか。
C.テストが できなかった げんいんは 何か。
D.自分の とった てんを 見て、どういう 気持ちか。
Câu 38:この ぶんしょうで、①前むきな こたえだと 言って いるのは、どれですか。
A.つぎは もっと いい てんを とりたい。
B.本当は もっと できるはず だった。
C.てんが 悪くて、とても くやしい。
D.「勉強しろ」と 言わないで ほしい。
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Câu 39: 子どもが、②だんだん 自分で 進んで、勉強するように なるために、この「じゅくの
先生」が やって
A.子どもに 悪い
B.子どもに 悪い
C.子どもが いい
D.子どもが いい

いない ことは どれですか。
てんを とった げんいんを 考えさせる。
てんを とらない ほうほうを 考えさせる。
てんを とれるよう、勉強を 教える。
気持ちに なる ほうほうを 聞く。

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 40: 私が アメリカの ざっしを 読みたいので、3、4さつ 買って きて もらいませんか。
A
Câu 41: 8 時まで

ここを

B
C
D
出なければ、9 時の バスに 間に合いませんよ。

A
B
C
D
Câu 42:びじゅつかんの 中には 大きな 声で 話さないで ください。
A

B

C

D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tì
nh huống dưới đây:

Câu 43:田中：「山田さん、今日は もえる ごみの 日じゃないんですよ。」
山田：「えっ！______。」
A.毎週 火よう日でしょ

B.それは 今日ですね

C.まちがいますね

D.どうしたんですか

Câu 44:田中：「きのうは かぜで 一日中 ねて いました。」
山田：「______。」
A.そうですか。こちらこそ

B.そうですか。おつかれさまでした

C.そうですか。おかげさまで

D.そうですか。たいへんでしたね

Câu 45:店員：「ごじたくまで おとどけする サービスも ございます。」
山田：「______。」
A.あ、そうですか。分かります

B.あ、そうですか。べんりですね

C.はい。かしこまりました

D.はい、おとどけしますね

Câu 46: 田中：「この スーツに 青い ネクタイは どう かな。」
山田：「______。」

A.うん、よかったよ

B.うん、合わなかったわ

C.うん、よさそうね

D.うん、よくなさそうね

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ câu 47 đến câu 50.
しずかと あすか

しずかと あすかは ふたごの 姉妹です。今 小学校 ５年生です。かおは 本当に よく にて
いますが、(47)
。
姉の しずかは おとなしくて、やさしい 女の 子です。本を 読んだり 犬の せわを したり
するのが 好きです。とくに、外国の しょうせつが 好きで、本を 読んで いると、
(48)
わすれて しまいます。
妹の あすかは 外で あそぶのが 好きです。しけんは いつも 50 てんぐらいですが、走るのは
クラスで いちばん 早いです。(49)
男の 子と けんかしても まけません。
何か 買う 時も、よく 考えてから、買うのは しずかです。あすかは ほしいと 思ったら、
何でも すぐ 買います。
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同じ りょうしんから 同じ 日に
(50)
ふしぎ（注１)です。

生まれて、同じ

家で 生活して いる 二人の

（スリーエーネットワーク、『みんなの

（注 1）ふしぎ：kìlạ, khótin
Câu 47:
A.せいかくは 同じです
C.せが 高いです

C.時間が ある ことを

初級Ⅱ』）

ひくいです

D.せいかくは

Câu 48:
A.時間が たたない ことを

ずいぶん ちがいます

B.時間が たつのを
D.時間が ないことを

Câu 49:
A.しかし

B.それに

C.それで
Câu 50:
A.せいかくが

B.せが

日本語

D.ところが
こんなに

ちがうのは

C.しゅみは 同じなのは

B.せいかくが こんなに

同じなのは

D.ほしい ものを すぐ 買うのは

----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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