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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NHẬT 

ĐỀ THAM KHẢO 
(Đề có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Họ, tên thí sinh:................................................................. 

Số báo danh:..................................................................... 

 

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. 8さいの 時、はじめて 自転車で 学校へ 行きました。  

A. じてんしゃ  B. じどうしゃ  C. じとうしゃ  D. じでんしゃ  

Câu 2. 私の 日本人の 先生は、今 ベトナム語を 習って います。  

A. しって  B. いって  C. つかって  D. ならって  

Câu 3. 駅の 前で 親切な 人に 道を 教えて もらいました。  

A. きれい  B. ていねい  C. しんせつ  D. たいせつ  

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. 家の 近くに びょういんが あるから、本当に べんりです。  

A. 疾院  B. 疾阮  C.  病阮  D. 病院  

Câu 5. りゅうがくしたいと 何度も 母に 言ったのに、わかって くれません。  

A. 公かって  B. 公って  C. 分かって  D. 分って  

Câu 6. この 大学は やきゅうや サッカーの スポーツクラブは つよいです。  

A. 強い  B. 弱い  C. 張い  D. 弦い  

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

Câu 7. 10時に ここで 友だちと 会う ＿＿＿を しました。  

A. やくそく  B. きそく  C. ほそく  D. いっそく  

Câu 8. 今 住んで いる ＿＿＿は へやが せまいから、もっと 大きいのに 住みたいです。  

A. にわ  B. ちか  C. こうじょう  D. いえ  

Câu 9. レポートを 書く 前に、しりょうを ＿＿＿ おいて ください。  

A. あつめて  B. ひろって  C. あらって  D. すてて  

Câu 10. かれは せが 高くて、とても ＿＿＿から、女の 子に 人気が ある。  

A. わるい  B. かっこいい  C. こまかい  D. ひどい  

Câu 11. ＿＿＿を 見てから、旅行に 行く 日を 決めましょう。  

A. プレーヤー  B. レポート  C. カレンダー  D. カード  

Câu 12. もう おなかが ＿＿＿です。早く 何か 食べたいです。  

A. にこにこ  B. すらすら  C. ぺらぺら  D. ぺこぺこ  

Câu 13. しゅうまつ、＿＿＿ 友だちと ピクニックに 行きます。  

A. なかなか  B. ときどき  C. どんどん  D. そろそろ  

Câu 14. きのうは おそく 帰ったので、30分＿＿＿ 勉強しませんでした。  

A. しか B. ごろ C. まで 

 

D. だけ 
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Câu 15. パーティー＿＿＿ さんかする 人が おおぜい いるので、食べ物を たくさん 

用意して おきます。  

A. で  B. が  C. に  D. も  

Câu 16. その 映画は とても おもしろかったので、3 回＿＿＿ 映画館に 見に 行った。  

A. で  B. は  C. が  D. も  

Câu 17. この もんだい＿＿＿ ついて 何＿＿＿ しつもんは ありませんか。  

A. に/か  B. を/も  C. に/は  D. を/が  

Câu 18. あの 男の 人は どこの 国の ＿＿＿か わからないから、聞いて みます。  

A. 人で  B. 人の  C. 人な  D. 人  

Câu 19. 長い 時間 ずっと ＿＿＿つづけたので、とても つかれました。  

A. 歩いて  B. 歩く  C. 歩き  D. 歩いた  

Câu 20. 父は 私に 医者に ＿＿＿ ほしいそうです。  

A. なる  B. なり  C. なろう  D. なって  

Câu 21. 今日は ちょっと ぐあいが 悪いので、早く ＿＿＿ くださいませんか。  

A. 帰って  B. 帰られて  C. 帰れて  D. 帰らせて  

Câu 22. この 本を あさってまで ＿＿＿ よろしいでしょうか。  

A. お借りられに なっても  B. お借りに なっても  

C. お借りられ しても  D. お借り しても  

Câu 23. しょうらいの ために、しぜんを ＿＿＿ しましょう。 

A. 大切で B. 大切 C. 大切に D. 大切な 

Câu 24. この スープ、へんな においが しますね。ちょっと ＿＿＿みたいです。  

A. ふるい  B. ふる  C. ふるく  D. ふるくて  

Câu 25. けんこうの ことを 考えて、毎日 早く 起きて 3キロ ＿＿＿。  

A. 走る ように なる  B. 走る ことに なる  

C. 走るのに した  D. 走る  ことに した  

Câu 26. むずかしそうですね。わからなかったら ＿＿＿ いいですか。  

A. 書かなくては  B. 書かないと  C. 書かないでは  D. 書かなくても  

Câu 27. この コンピューターは、今は 高いですが、これからは ＿＿＿でしょう。  

A. 安く なって きた  B. 安く なって いった  

C. 安く なって くる  D. 安く なって いく  

Câu 28.  ホイアンでの 「ランタンまつり」と いう まつりは ＿＿＿ ですか。  

A. いつ  B. いくら  C. なに  D. なぜ  

Câu 29. 山下：「いい ところですね。私も ＿＿＿ところに 住みたいです。」 

  森田：「そうですね。」 

A. これ  B. こう  C. ここ  D. こんな  

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. 先日は ごあいさつも しなくて 帰って しまいました。たいへん  

 A B C 

しつれいいたしました。  

          D 

Câu 31. つぎの かいぎまで この しりょうを 読み終わらなければ なりません。  

     A    B        C               D 
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Câu 32. マリアさんが じゅぎょう中に きゅうに わらいはじめたので、みんな びっくり  

 A B C 

して しまった。  

 D 

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

đây: 

Câu 33. 山田さんは 来年 大学を そつぎょうします。  

A. 山田さんは 来年 大学に 入ります。  B. 山田さんは 来年 大学に 進みます。  

C. 山田さんは 来年 大学を やめます。  D. 山田さんは 来年 大学を 出ます。  

Câu 34. 私は 友だちに 図書館へ 行った りゆうを たずねました。  

A. 私は 友だちに どうして 図書館へ 行ったか たずねました。  

B. 私は 友だちに だれと 図書館へ 行ったか たずねました。  

C. 私は 友だちに どうやって 図書館へ 行ったか たずねました。  

D. 私は 友だちに いつ 図書館へ 行ったか たずねました。  

Câu 35. 明日の パーティーには なるべく 来て ください。  

A. 明日の パーティーには かならず 来て ください。  

B. 明日の パーティーには やはり 来て ください。  

C. 明日の パーティーには きっと 来て ください。  

D. 明日の パーティーには できるだけ 来て ください。  

Câu 36. おじの 家へ あそびに 行きました。  

A. そぼの 弟の 家へ あそびに 行きました。  

B. そふの 妹の 家へ あそびに 行きました。  

C. 父の 兄の 家へ あそびに 行きました。  

D. 母の 姉の 家へ あそびに 行きました。  

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

đây: 

Câu 37. 子ども：「お母さん、今から 学校へ 行きます。」 

 母  ：「あ、＿＿＿＿。」 

A. 行って まいります  B. いらっしゃいませ  

C. 行って いきます  D. 行って いらっしゃい  

Câu 38. 田中： 「どうして 早く 来なかったんですか。」 

 山田： 「_______。」  

A. かしこまりました  B. すみません  

C. それは いけませんね  D. しつれいします  

Câu 39. 田中：「この 魚、おいしいよ。食べないの。」 

 山田：「＿＿＿＿。」 

A. ええ、きらいじゃ ないからね  B. ええ、おいしい 魚だからね  

C. ええ、好きじゃ ないからね  D. ええ、新しい 魚だからね  

Câu 40. 田中：「飲み物を 買いに 行きますけど、ほしい ものが ありますか。」 

   山田：「＿＿＿＿。」  

A. ええ、いいですよ  B. あ、お茶、おねがいします  

C. ええ、何も 買って きませんよ  D. あ、お茶、買って きます  

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 41 đến 

câu 42. 

今日は 友だちの ゆうこさんと たかもり山に 行った。たかもり山は 町から 

近くて、電車で 1 時間で 行く ことが できる。高い 山ではないが、 1 年中 いろいろな 
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花や 木を 見る ことが できるから、花の 写真を とりたい 人たちが よく この 

山に 行く。私たちが 駅に 着いた 時も、カメラを 持った 人が たくさん いた。 

山には、いろいろな 花が さいて いた。ゆうこさんは、花の 名前を よく 知って 

いて、きいろの 小さいのは 「ヤマブキ」、白いのは 「ミズキ」と いうと 言って 

いた。鳥も いたが、それは よく 知らないと 言って いた。 

(青山豊、2011年、『日本語能力試験 予想問題集 N5』、国書刊行会) 

Câu 41. たかもり山は どのような 山ですか。  

A. 高くて、のぼるのが たいへんな 山  B. 高くて、町から とおい 山  

C. 高くなくて、町から 近い 山  D. 高くないが、町から とおい 山  

Câu 42. 正しくないのは どれですか。  

A. 町から たかもり山まで 電車で １時間 かかります。  

B. ゆうこさんは 花の 名前と 鳥の 名前を よく 知って います。  

C. たかもり山に 着いた 時、カメラを 持った 人が たくさん いました。  

D. たかもり山では、１年中 いろいろな 花を 見る ことが できます。  

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

câu 46. 

8 月に 行われる オリンピックの 日本だいひょう マラソンせんしゅに 山田さんが 

えらばれた。山田さんは、2 年前まで 会社の チームの 中で れんしゅうして いた。その 

時は、みんなと 同じ れんしゅうを して、決められた しあいに (43)＿＿＿。自分で 

じゆうに 決める ことが できないのが いやで、会社を やめた。(44)＿＿＿、どんな 

れんしゅうや 食事を すれば いいか 一人で 考える ように なった。自分で 考えた 

れんしゅうが いいか どうか わからない ことも あったし、一人で れんしゅうする

のは たいへんだったが、今は 日本人の 中で いちばん はやく 走れる ように なった。

(45)＿＿＿、山田さんは 「世界には もっと はやい  人たちが いるから、今の ままでは 

だめだ。世界で いちばんに なる ためには もっと (46)＿＿＿。」と 言って いる。 

（上田安希子（その他)、2012年、『日本語能力試験スーパー模試 N4.N5』、アルク） 

Câu 43.  

A. 出なければ ならなかった  B. 出て もらった  

C. 出させて もらった  D. 出たがって いた  

Câu 44.  

A. 会社を やめようと する 時は  B. 会社を やめたい 時は  

C. 会社を やめる 前には  D. 会社を やめてからは  

Câu 45.  

A. ところで  B. それで  C. しかし  D. そのうえ  

Câu 46.  

A. かんたんな れんしゅうが ひつようだ  B. 同じ れんしゅうが ひつようだ  

C. むりな れんしゅうが ひつようだ  D. ちがう れんしゅうが ひつようだ  

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 47 đến 

câu 50. 

 さいきん 犬や ねこなどの ペットと いっしょに 住める アパ－トが ふえて 

きて います。この アパートも ペットが かえる ように なりました。ペットと 

いっしょに 住みたいと 言って いた 花田さんと おくさんは 先月 ひっこして 

きました。ひっこしてから、犬 2 ひきと いっしょに 住んで います。二人の 話に 

よると 花田さんは 元気が ありませんでしたが、犬と いっしょに あそんだり、犬の 
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世話を したり して 気持ちが 明るく なったそうです。おくさんは ひっこす 前に 

足が 悪くて、ほとんど 家の 中に いましたが、今は 毎日 犬と いっしょに さんぽ

して いて、体が じょうぶに なったそうです。二人は、いやな ことが あっても、

かわいい 2 ひきの 犬を 見ると 気持ちが やさしく なって、毎日 楽しく 生活できると 

言って います。 

      私は 今まで ペットと いっしょに 住んだ ことも ないし、ペットが ほしいと 

思った ことも ありません。それに、ペットは 毎日 世話が たいへんです。でも、

花田さんの 話を 聞いて、私も ペットと 住んで みたいと 思いました。 

（国際交流基金、2007年、『日本語能力試験 3・4級試験問題』） 

Câu 47. 花田さんと おくさんが この 町の アパートに ひっこして きたのは  

どうしてですか。  

A. ペットと いっしょに 住める アパ－トですから。 

B. この 町の アパートは とても 明るいですから。   

C. 楽しく 生活できると 言って いますから。   

D. 花田さんは この 町の アパートが 好きだと 言いましたから。  

Câu 48. この アパートに ひっこしてから、花田さんは どう なりましたか。 

A. 足が いたく なりました。  B. 元気に なりました。  

C. 気持ちが 暗く なりました。  D. 体の ぐあいが 悪く なりました。  

Câu 49. どうして この ぶんしょうを 書いた 人は ペットと 住んで みたいと 

思いましたか。  

A. 花田さんの 話を 聞きましたから。  

B. この 町の アパートが 好きですから。  

C. ペットが 好きですから。  

D. 花田さんの おくさんに 話を 聞きましたから。  

Câu 50. この ぶんしょうの ないようと 合って いるのは どれですか。  

A. この 人は ペットは 毎日 世話が たいへんだと 思いましたが、けんこうの ために 

 かうと 決めました。   

B. 花田さんは ひっこす 前に ほとんど 家の 中に いました。  

C. 花田さんは 先月 この アパートに ひっこして きてから、２ひきの 犬と いっしょに 

 住んで います。   

D. この 人は ペットが ほしいと 思いましたが、かった ことが ありません。   

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

 


