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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM 
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Mã đề thi 01 

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: まやくは さいきん、世界中で 大きな 社会問題に なって います。 

A. しゃかい  B.     かいしゃ C. しやかい D. がいしゃ 

Câu 2: 私たちの 研究は あまり 進んで いませんね。 

A. なやんで B. すすんで              C. ならんで           D. えらんで 

Câu 3: きのうから 天気が 悪く なったので、しゅうまつの えんそくを 中止しました。 

A. あつく              B. さむく                   C.    わるく D. くらく 
 

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: 昼ごはんの 後で 友だちと おちゃを 飲みました。  

A. お草 B. お茶 C. お薬         D. お苓 

Câu 5:  この 町は しんせつな 店が 多いです。 

A. 新切 B. 心切                     C. 真切                 D. 親切 

Câu 6: 今 はたらいて いる 工場は 去年 たてられました。 

A. 立てられ B. 健てられ          C. 建てられ D. 位てられ  
 

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

Câu 7: 山田さんとは ときどき いっしょに ＿＿＿します。 

A. けいたい B. しょくじ C. ゆしゅつ D. にゅうがく 

Câu 8: ミンさんは 10年間も 日本に 住んで いるので、日本語が ＿＿＿ 話せます。 

A. どきどき B. うきうき C. ぺこぺこ D. すらすら 

Câu 9: くだものでは ＿＿＿が いちばん おいしいと 思います。 

A. すいか B. さかな C. にんじん D. えび 

Câu 10: 子どもの 時から 今まで ＿＿＿ 日本が 好きです。 

A. やっと B. ずっと C. もっと     D. きっと  

Câu 11:  こんなに たくさんの コピーを 一人で やるのは ＿＿＿です。 

A. まじめ B. ふくざつ C. むり D. あんぜん 

Câu 12: ゆうはんは 二人 ＿＿＿に お金を はらいました。 

A. べつべつ B. たいくつ C. ふくざつ D. たいせつ 

Câu 13: 毎日 ＿＿＿を 食べて、やさいを たくさん とりましょう。 

A. コーラ B. セーター C. コーナー D. サラダ 
 

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

Câu 14:  学生は「すみません、明日から ぜったいに ねぼうしません。」と 言いました。   

A. 学生は 明日から 早く ねる ように なります。                                                                                                                                                                             

B. 学生は 明日から 学校に おくれるかも しれません。 
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C. 学生は 明日から 早く 起きて、学校へ 行きます。   

D. 学生は 明日から いそいで、学校へ 早く 行きます。 

Câu 15: 朝は 時間が ないので いつも バスで 行きますが、帰りは 天気が 悪く  

なかったら 家まで 歩きます。   

A. たいてい 行きも 帰りも バスに のります。  

B. いつも 行きは バスに のって、帰りは 歩きます。  

C. 天気の いい 日は 行きも 帰りも 歩きます。  

D. 天気の 悪い 日は 行きも 帰りも バスに のります。 

Câu 16: しけんに しっぱいしました。   

A. しけんが 始まりました。  

B. しけんが 終わりました。  

C. しけんが だめでした。  

D. しけんが できました。 

Câu 17: 先生に 山田さんを しょうかいして いただきました。   

A. ずっと 前に 山田さんに 会いました。 

B. 私と 山田さんは 友だちです。  

C. 先生は 山田さんに はじめて 会いました。  

D. 私は 山田さんに はじめて 会いました。 
 

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.   

 今日は  私の  家に  いる  犬の  ことを  話します。  

 黒い  犬で、名前は  ノアと  言います。ノアは  小さい  時  だれかが  家の  前に  おいて  

いった  犬です。今は、大きいですが、その  時は  まだ  目が  開いて  いなくて、「クーン、

クーン」と  ないて  いました。私は  すぐに  あたたかい  へやに  入れました。はじめは、

元気が  ありませんでしたが、 1 週間ぐらいで  とても  元気に  なりました。  

 小さい  時は  よく  なきましたが、今は  なきません。でも、走るのが  はやくて、さんぽの  

時は  たいへんです。  

（青山豊、2011、『日本語能力試験 予想問題集 N5』、国書刊行会） 

Câu 18: 「ノア」は 今 どんな 犬ですか。 

A. 黒くて、大きくて しずかな 犬 B. 黒くて、大きくて うるさい 犬  

C. 黒くて、小さくて しずかな 犬 D. 黒くて、小さくて うるさい 犬 

Câu 19: 「ノア」は はじめて 家に 来た 時 どうでしたか。 

A. 走るのが たいへん はやかったです。 B. よく ないて とても 元気でした。 

C. 目が 開いて いませんでした。 D. さんぽが とても 好きでした。 
 

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

Câu 20: 上田：「きのう 見た 映画は おもしろかったですよ。」 

     山田：「＿＿＿ 映画は 何と いう 映画ですか。」 

A. この  B. その    C. あの           D. どの 
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Câu 21: 私は 友だち＿＿＿ 駅まで むかえに 行って あげました。 

A. に        B. の C. と  D. を 

Câu 22: きのう、山田さん＿＿＿ てつだって くれたので、早く 仕事が 終わりました。 

A. に       B. を C. が  D. で 

Câu 23: その 本だなは 木＿＿＿  作られて、じょうぶで きれいです。 

A. を         B. で C. が  D. から 

Câu 24 : 山田先生は お魚を ＿＿＿。 

A. めしに なりますか B. めしあがりますか  

C. おめし しますか  D. おめしあがりますか 

Câu 25 : 私は けがを して、 入院 ＿＿＿。 

A. する ように しました  B. する ことが ありました 

C. した ように なりました D. した ことが あります 

Câu 26 : 学生たちは ＿＿＿に ダンスを おどって います。                                                                                                                                                                                   

A. 楽しく B. 楽しそう     C. 楽しい D. 楽し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Câu 27 : およぐのが ＿＿＿ので、 海にも プールにも 行きません。 

A. きらいな B. きらう C. きらいだ D. きらい 

Câu 28: きゅうに 空が 暗く なりました。雨が ＿＿＿。 

A. ふった みたいです  B. ふって しまいました 

C. ふった でしょう D. ふりそうです 

Câu 29: 田中：「ねえ、かばんが ＿＿＿よ。」 

     山田：「あっ、ありがとう。気が つかなかった。」 

A. 開けて しまう B. 開けて おく C. 開いて ある D. 開いて いる 

Câu 30: コップを おとして、わって  ＿＿＿。 

A. おきました    B. みました C. ありました   D. しまいました 

Câu 31: この くつは かかとが 高くて、 ＿＿＿にくいです。 

A. 歩いて   B. 歩く C. 歩き D. 歩いた 

Câu 32: 山田さんの けっこんの おいわいですが、一人 ＿＿＿に しますか。 

A. いくつ  B. いくら C. なに D. なん 

Câu 33: 田中：「コンピューターの ことが 分かりますか。」 

     小林：「もちろん。＿＿＿ コンピューターでも 使えますよ。」 

A. どこ  B. どのぐらい C. どれ D. どんな 

Câu 34: 私は ランさん＿＿＿ 好きな 映画に さそわれたので、とても うれしいです。 

A. を  B. に  C. で D. が 

Câu 35: あの 人は 大学生の 子どもが いますが、＿＿＿は 見えません。 

A. どう  B. ああ C. そう D. こう 
 

 



                                            Trang 4/5 - Mã đề thi 01 

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. 

 今年の  夏、私は  家族で  山の  中に  ある  ホテルに  とまりました。  

 駅から  ホテルの  近くの  バスていまで、バスで  2 時間いじょう  かかりました。バスていから  

ホテルまでは、ほそい  道を  3 0 分近く  歩きました。ホテルは  小さくて  古かったですが、

中は  とても  きれいでした。ホテルに  着くと、むすこは「テレビが  見たい。」、 「ゲームが  

し た い 。 」 と  言いま した 。 しか し 、 こ の  ホ テル には  ど ち ら も  あ り ま せん 。 それか ら 、

れいぞう こも  エアコンも  ありません。この  ホテルは  べんりでは  ありませんでしたが、

山や  みずうみで  いろい ろな  こ と が  でき ま し た 。  

 へやに  にもつを  おいて  まどを  開けると、みずうみから  すずしい  風が  入って  

きました。少し  休んでから、まだ  明るかったので、さんぽに  出かけました。空気が  おいしくて、

けしきも  うつくしかったです。夜は、ほしが  とても  きれいでした。ホテルに  いる  あいだは  

毎日、みんなで  さんぽを  したり、みずうみで  およいだり、むしを  と ったり、ひるねを  

したり  しました。  

ホテルには  1 週間  いました。私たちは  「楽しかったね。こんな  生活も  いいね。」と  

話しながら、家に  帰りました。  

（国際交流基金、2012、『日本語能力試験公式問題集 N4』、凡人社） 

Câu 36: どんな ホテルに とまりましたか。  

A. 山の 中の 大きな ホテル  

B. いろいろな 物が あって、べんりな ホテル 

C. テレビや ゲームが 楽しめる ホテル  

D. 古いが、中は きれいな ホテル 

Câu 37:  駅から ホテルまで どうやって 行きましたか。 

A. 駅から 30分 バスに のって、バスていから 2時間いじょう 歩きました。 

B. 駅から 2時間 いじょう バスに のって、バスていから 30分近く 歩きました。 

C. 駅から 30分 バスてい まで 歩いて、バスに 2時間いじょう のりした。   

D. 駅から 2時間 近く バスに のって、バスていから 30分いじょう 歩きました。 

Câu 38:  ホテルに 着いてから、何を しましたか。 

A. へやに 行かないで、すぐに みずうみに 行きました。 

B. へやで テレビを 見てから、ほしを 見に 外へ 出ました。  

C. へやで 少し 休んでから、さんぽに 行きました。 

D. へやに 行って、夜まで ずっと 休みました。 

Câu 39:  こんな 生活と ありますが、どんな 生活ですか。 

A. ゲームを したり、むしを とったりする 生活 

B. さんぽを したり、テレビを 見たりする 生活 

C. 山で あそんだり、ひるねを したりする 生活  

D. おいしいものを 食べて、何も しない 生活 
 

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: まっすぐ 行くと こうばんが ありますから、そこを 聞いて ください。 

     A        B         C    D  

Câu 41: 明日 新しい 学生が この クラスに 入って きたそうです。 

          A   B      C       D  
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Câu 42: 雨も ふって いると、風も 強いから、どこへも 出かけません。 

        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 dưới đây: 

Câu 43: 山田：「この 問題に ついては ゆっくり 話を しましょう。」 

     田中：「＿＿＿。」 

A. いや、まだ 話して ください B. もっと おそくても いいですよ  

C. 分かりました。その ほうが いいですね D. はい、もっと 早く 話しても だいじょうぶです 

Câu 44: 小林：「へやの 中が 暑く なって きましたね。」 

     田中：「＿＿＿。」 

A. せんぷうきを つけて くれましょうか B. クーラーを つけましょうか  

C. だれも 来ませんよ D. 電気を けしたら どうですか 

Câu 45: 山田：「ああ、もう 山川さんと はたらくのが いやに なったよ。」 

     上田：「＿＿＿。」  

A. いや、きらいでは ないよ B. もう 仕事が 終わらないんだよ   

C. まあ、そう 言わないでよ D. まだ 好きじゃないよ 

Câu 46: 山口：「この 計画、もう 始めても いいですよね。」 

     木村：「＿＿＿。」  

A. ええ、どんどん やって ください B. はい、先に 終わっても いいですよ  

C. そうですか。じゃ、これに 決めます D. うん、すぐ 始めないで ください 
 

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. 

 「先生が  こくばんに  書いた  ことだけではなく、耳で  聞いた  ことも  ノートに  書きましょう」。

（47）＿＿＿は  ある  学校で、新しく  大学に  入った  1 年生の  ために  作られた  本の 

中に  書かれ て  い る  こ と で す 。 私 は 、 こ れ を  見て 、 と て も  お ど ろ き ま し た 。 私 が  

大学生だった  とき、きちんと  こくばんに  字を  書く  先生は（48）＿＿＿。それで、先生が 

話して  いるのを  聞いて、自分で  大切だと  思った  ことを  ノートに  書くのが、あたりまえ

（注）だったからです。（ 49）＿＿＿、今は、このように  言わないと  ノートを  とらない  人が  

多いのだそうです。この本を  書いた  先生は、「（ 50）＿＿＿、できる  ように  なります」と  

言って  いますが、私は  それで  大学生なのか、と思いました。  

     （青山豊、2010、『新試験対応 日本語能力試験 N4予想問題集』、国書刊行会） 

（注）あたりまえ : đương nhiên 

Câu 47: A. これ   B. それ  C. あれ  D. どれ 

Câu 48: A. 少なく ありませんでした   B. 多く ありませんでした 

 C. 多く なりました    D. 少なく なりました 

Câu 49: A. しかし   B. だから  C. すると  D. それでは 

Câu 50: A. どんなに 学生に たくさん 教えても B. 学生に 教えないで 

 C. 全部 学生に 教えたのに   D. 学生に きちんと 教えたら 

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


