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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 05 trang) 

 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NHẬT 

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

Họ, tên thí sinh: ......................................................................... 
Số báo danh: .............................................................................   

Mã đề thi 514 

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. こうじょうの 中は 空気が きたないですから、気を つけて ください。  

A. 工湯   B. 工場  C. 工陽  D. 工揚  

Câu 2. 先週 だいすきな 日本人の 歌手が ベトナムに 来ました。  

A. 太好き  B. 犬好き  C. 丈好き  D. 大好き  

Câu 3. じしんで 電車が とまって、北海道へ 行けませんでした。  

A. 止って  B. 正まって  C. 正って  D. 止まって  

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 5.  

 ある ところに、おじいさんと おばあさんが いました。二人の 家には にわとりが 

いました。にわとりは 毎日 金の たまごを 一つ うみました。①それを 町へ 

売りに 行くので、お金が どんどん たまりました（注）。二人は しあわせに くらして 

いましたが、もっと お金が ほしく なりました。にわとりが 毎日 一つではなくて、

もっと たくさん たまごを うめば いいと 思いました。二人は 金の たまごを 

うむ にわとりの おなかの ことを 考えました。きっと あの にわとりの おなかは 

金で できて いるのだろうと 考えました。もし そうだったら、一回で お金が 

とれると 思いました。二人は そうだんして、②にわとりの おなかを 切って みる 

ことに しました。二人が にわとりの おなかを 切って みると、おなかは ふつうの 

にわとりと 同じでした。おなかを 切られた にわとりは、死んで しまいました。 
（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4 級対策用』、専門教育出版により） 

（注)たまる：tích cóp 

Câu 4. ①それと いうのは 何ですか。  

A. 二人の 家  B. にわとり  C. 金の たまご  D. お金  

Câu 5. 「②にわとりの おなかを 切って みる ことに しました。」と ありますが、

どうしてですか。  

 A. にわとりの おなかの 中が 見たかったから。  

 B. どうして にわとりが 金の たまごを 一つしか うまないのか 知りたかったから。  

 C. にわとりの おなかの 中に たくさん お金が 入って いると 思ったから。  

 D. にわとりの おなかの 金を 一回で とろうと 思ったから。  

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

Câu 6. 日本へ ＿＿＿ ために、今 いっしょうけんめい 日本語を 勉強して います。  

A. りゅうがくしよう  B. りゅうがくした  C. りゅうがくして  D. りゅうがくする  

Câu 7. 大きい 家ですね。私も ＿＿＿ 家に 住みたいなあ。  

A. あちら  B. あれ  C. あそこ  D. あんな  
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Câu 8. まっすぐ 行くと 広い 道＿＿＿ 出ます。  

A. が  B. を  C. は  D. に  

Câu 9. 日本では 電話で 話す 時、さいしょ＿＿＿「もしもし」と 言う ことが 

多いそうです。  

A. に  B. と  C. を  D. の  

Câu 10. この 仕事は ＿＿＿が なかったら、ぜったい できません。  

A. けいえい  B. けいざい  C. けいさつ  D. けいけん  
Câu 11.  
山下：「今晩 会社の パーティーに 行きませんか。」 

山田：「すみません。今日は 早く 帰らなければ なりません。子どもが ＿＿＿んです。」 

A. 病気だ  B. 病気の  C. 病気な  D. 病気  

Câu 12. やくそくの 時間に なっても 友だちが 来ないので、＿＿＿して います。  

A. すらすら  B. ぺらぺら  C. ぺこぺこ  D. いらいら  

Câu 13. いっしょうけんめい 勉強したら、来年の しけんに ＿＿＿。  

A. ごうかくしないそうです  B. ごうかくしないでしょう  

C. ごうかくするみたいです  D. ごうかくするでしょう  

Câu 14. おさけを ＿＿＿すぎて、気分が 悪く なりました。  

A. 飲んで  B. 飲み  C. 飲んだ  D. 飲め  

Câu 15. ここから 海と 山が 見えます。とても いい ＿＿＿です。  

A. けしき  B. もり  C. ごみ  D. いし  

Câu 16. きのう 田中さんと やくそくが ありましたが、＿＿＿ 待っても 田中さんは 

来ませんでした。  

A. どうして  B. どんな  C. いくら  D. どこ  

Câu 17. 田中さんは いつも おもしろい ことを 言って、みんなを ＿＿＿。  

A. わらわせます  B. わらいます  C. わらわれます  D. わらえます  

Câu 18. きのう 魚料理は とても ＿＿＿ので、半分だけ 食べられました。  

A. 多い  B. 多く  C. 多かった  D. 多いかった  

Câu 19. 母は ＿＿＿ 音楽の 先生だったから、ピアノを ひく ことが  できます。  

A. ちょうど  B. とうとう  C. もともと  D. たいてい  

Câu 20. おなかが すいて いたので、バナナを 5 本＿＿＿ 食べて しまいました。  

A. で  B. だけ  C. も  D. しか  

Câu 21. しゅくだいが たくさん あって、＿＿＿です。  

A. たいへん  B. あんしん  C. あんぜん  D. さんせい  

Câu 22. 子どもたちは ＿＿＿ あそんで います。  

A. 楽しみたいに  B. 楽しいみたいに  C. 楽しそうに  D. 楽しいそうに   

Câu 23. 今月は いそがしかったけど、来月は 仕事が ＿＿＿かも しれません。  

A. 少ない  B. 少なくて  C. 少な  D. 少なかった  
Câu 24.  
山下：「今日は 自分の 車で 来ました。」 

田中：「じゃ、おさけを ＿＿＿。」 

A. 飲んでは いけませんね  B. 飲まなくても いいですね  

C. 飲んでも いいですね  D. 飲まなければ なりませんね  

Câu 25. あぶないですから、あまり ＿＿＿を 出さないで ください。  

A. スポーツ  B. スピーチ  C. スピード  D. スタート  

Câu 26. 好きな 色＿＿＿ その 人の せいかくが 分かります。  

A. で  B. を  C. は  D. に  
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Câu 27. これから 今週の 計画と スケジュールを ごほうこく ＿＿＿。  

A. いたします  B. いただきます  C. なさいます  D. くださいます  

Câu 28. 学校を ＿＿＿ 時は、かならず「けっせきとどけ」を 出して ください。  

A. 休む  B. やめる  C. やむ  D. 出る  

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ 
câu 29 đến câu 32. 

 日本では、夏に あちらこちらで 花火大会が あります。とうきょうでは、すみだ川の 

花火大会が 有名で、毎年 7 月の 4 ばん目の 土よう日に 開かれます。380 年前に 

20発（注）の 花火で (29)＿＿＿が、今は 2万発いじょうの 花火が 上がって、100万人くらいの 

人が (30)＿＿＿そうです。その 日、花火大会の ある 場所の 近くは、車は とおれません。

はしの 上からは よく 見えるので、たくさんの 人が 集まります。はしの 上で 

とまって 花火を 見ると、とおれなく なります。(31)＿＿＿、とまる ことは できません。

花火には、「花」「風」など 名前が ついて いて、(32)＿＿＿ 決めたり します。 

 テレビでも 見られますが、近くで 見ると、空から ほしが ふって くるようで、

とても きれいです。ぜひ、みなさん、お出かけ ください。 
（ 山辺真理子、2010 年、『にほんごチャレンジ文法や読む練習 N4』、アスクにより） 

（注）発：phát (phát súng...) 

Câu 29.  
A. 始まるところです  B. 始まったそうです  

C. 始めたそうです  D. 始めるところです。  
Câu 30.  

A. 集めに 行く  B. 集めに 行かない  C. 見に 行かない  D. 見に 行く  
Câu 31.  

A. それに  B. それでも  C. すると  D. だから  
Câu 32.  

A. どの 花火が 一ばん きれいか  B. どの 花火が 一ばん 高い  

C. どの 花火も 一ばん きれいだ  D. どの 花火も 一ばん 高いか  

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

Câu 33.  
山田：「かぜが ひどくて、きのうは 休みました。」 

田中：「＿＿＿。」  

A. もう だいじょうぶでしたか  B. おつかれさま  

C. よかったですね  D. どうしてですか  
Câu 34.  
田中：「今 お金を はらわなければ なりませんか。」 

山田：「＿＿＿。」  

A. はい、今 はらって いません  B. はい、いいです  

C. いいえ、後でも いいです  D. いいえ、はらって しまいます  
Câu 35.  
山田：「どうぞ、お上がり ください。」 

田中：「＿＿＿。｣ 

A. しつれいします  B. ただいま  C. お帰りなさい  D. いらっしゃい  
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Câu 36.  
田中：「その セーター、いい 色ですね。」 

山田：「＿＿＿。」 

 A. へえ、そうですか。すみません  

 B. ほら、色が きれいじゃ ないんですが  

 C. ありがとう。先週 買ったんですよ  

 D. わあ、そうですか。色が きれいじゃないんですが  

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ 
câu 37 đến câu 40. 

 日本では、お正月には よく たこを あげて（注 1）あそびます。 
 日本で はじめて たこが あげられたのは、今から 千年ほど前だと 言われて 

います。中国から やって きた その たこは、紙で 作られた 鳥の ような かたちを 

した ものだったと そうぞうされて います。それから、五百年くらい たつと、たこは 

たたかい（注 2）や せんそうの どうぐとして 使われる ように なりました。たこを 

空高く あげて、とおくに いる なかま（注 3）に 知らせたり、たたかいに かった 時など、

たこを あげて よろこんだり しました。たこが あそびに 使われる ように なったのは、

今から 四百年ほど前からです。はじめは、さむらいの 子どもしか たこを あげては 

いけないと 決められた ことが ありましたが、だんだん 日本中で たこあげが さかんに 

行われる ように なりました。 

 しかし、さいきんでは、お正月に なっても、たこあげを あまり 見なく なりました。

たこを あげる 広い 場所が ないのです。それに、このごろの 子どもは、あまり 

外で あそばなく なったのでしょうか。むかしの あそびが だんだん きえて いくのは 

すこし さびしい 気が します。 

（中川良雄、1993 年、『日本語初中級問題集日本語能力試験 3 級対応』、国書刊行会により） 

（注 1）たこを あげる: thả diều 

（注 2）たたかい: trận chiến 

（注 3）なかま: đồng minh, bạn bè 

Câu 37. はじめの ころの たこは どんな かたちを して いましたか。  

 A. 鳥の ような かたちを して いました。  

 B. 子どもの ような かたちを して いました。  

 C. 今と 同じ かたちを して いました。  

 D. せんそうの どうぐの ような かたちを して いました。  

Câu 38. 千年ほど前、たこを あげる ことが できたのは だれですか。  

 A. おうさまだけが あげられた。  

 B. おうさまの 子どもだけが あげられた。  

 C. 子どもだけが あげられた。  

 D. さむらいの 子どもだけが あげられた。  

Câu 39. どうして さいきんの 子どもは あまり たこを あげて あそばないのですか。  

 A. なかまが とおくに いるから。  

 B. たこを あまり 売って いないから。  

 C. あげ方を 知らないから。  

 D. 広い 場所が ないから。  

Câu 40. この 人は たこあげに ついて どう 思って いますか。  

 A. たくさん 見られて うれしく ない。  

 B. だんだん 見えなく なって うれしく ない。  
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 C. できなく なって よかった。  

 D. できる ように なって うれしい。  

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 41. あさっての 夜 IMC会社の 社長と 食事しますから、レストランを よやくして  
                 A               B                     C 
ありました。  
             D 
Câu 42. もう かいぎが 始まる 時間なので、林さんは まだ 来て いません。  
               A                   B    C                      D 
Câu 43. 子どもは とうきょうへ はたらきに 行った お父さんが おみやげを 持って  
              A               B      C 
帰って くるのが ずっと 待って います。  
                                   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 44. この 仕事は あなたに むいて いると 思います。  

 A. この 仕事は あなたに かんたんだと 思います。  

 B. この 仕事は あなたに ぜんぜん 合わないと 思います。  

 C. この 仕事は あなたに とても 合うと 思います。  

 D. この 仕事は あなたに むずかしいと 思います。  

Câu 45. 車の 運転の し方が 分かりません。  

 A. どうして 車を 運転するか 分かりません。  

 B. だれが 車を 運転するか 分かりません。  

 C. どう やって 車を 運転するか 分かりません。  

 D. どんな 車を 運転するか 分かりません。  

Câu 46. 山田さんは さいきん 元気が ありません。  

 A. 山田さんは このごろ 元気が ありません。  

 B. 山田さんは たいてい 元気が ありません。  

 C. 山田さんは いつも 元気が ありません。  

 D. 山田さんは この間 元気が ありません。  

Câu 47.  新聞に よると、とうきょうの 人口は へって いるそうです。  

 A. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 上がって いるそうです。  

 B. 新聞に よると、とうきょうの 人口は ふえて いるそうです。  

 C. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 少なく なるそうです。  

 D. 新聞に よると、とうきょうの 人口は 多く なるそうです。  

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong 
các câu sau. 

Câu 48. 集合時間は 明日の 午後 4 時に かわったよ。  

A. しゅうごう  B. しゅご  C. しゅごう  D. しゅうご  

Câu 49. 今朝、道が こんで いて、学校に 着くまでは １時間 かかって しまいました。  

A. いく  B. きく  C. つく  D. おく  

Câu 50. 山田さんの お父さんは 有名な 会社で はたらいて います。  

A. ゆうめい  B. ゆうめ  C. ゆめ  D. ゆめい  

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


