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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 524 

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. ミンさんは いつも わらって いて、明るい せいかくだと 思います。  

A. ふるい  B. あかるい  C. かるい  D. まるい  

Câu 2. 台風で 電車が 止まって、旅行に 行けませんでした。  

A. だいふう  B. たいふ  C. たいふう  D. だいふ  

Câu 3. この かばんは かるくて、じょうぶですから、気に 入って います。  

A. いって  B. おもって  C. なって  D. はいって  

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

Câu 4. この 町は さいきん じんこうが ふえました。  
 A. この 町は さいきん 学校が たくさん できました。  
 B. この 町は さいきん 車が 多く なりました。  
 C. この 町は さいきん 人が たくさん 住む ように なりました。  
 D. この 町は さいきん 工場が たくさん 建てられました。  
Câu 5. 田中さんの おたくへ うかがおうと 思います。  
 A. 田中さんの 会社へ 行こうと 思います。  
 B. 田中さんの 家へ 行こうと 思います。  
 C. 田中さんの お父さんに 聞こうと 思います。  
 D. 田中さんの お母さんに 聞こうと 思います。  
Câu 6. せいせきが 悪くて、子どもは 母に おこられました。  
 A. せいせきが 悪くて、子どもは 母に ほめられました。  
 B. せいせきが 悪くて、子どもは 母に わらわれました。  
 C. せいせきが 悪くて、子どもは 母に かわれました。  
 D. せいせきが 悪くて、子どもは 母に しかられました。  
Câu 7. この きかいは 子どもには ふくざつすぎます。  
 A. この きかいは 重くて 子どもには 使えません。  
 B. この きかいは かるくて 子どもには 使えません。  
 C. この きかいは 大きくて 子どもには 使えません。  
 D. この きかいは むずかしくて 子どもには 使えません。  

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ 
câu 8 đến câu 9.  

 4 月から 学校が 始まりました。日本語の じゅぎょうは 毎日 ９時から 始まります。
昼休みは 12 時からです。私たちは 近くの レストランで 昼ごはんを 食べます。
ときどき 教室で 食べます。午後の じゅぎょうは 3 時まで あります。じゅぎょうの 
後は、よく 図書室で 本を 読みます。私は いつも、6 時ごろ 家に 帰ります。友だちは 
夜 おそくまで 勉強して いますが、私は あまり 勉強しません。学校は 
7 月２1 日までです。それから、夏休みに なります。後 1 か月で 夏休みです。
夏休みには、友だちの チンさんと ヤングさんと 北海道へ 行くつもりです。 

（山口百々男、1993 年、『日本語実力養成問題集-3 級 4級対策用』、専門教育により） 
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Câu 8. 何月に この 文を 書きましたか。  

A. 4 月  B. 5 月  C. 6 月  D. 7 月  

Câu 9. ないようと 合って いるものは どれですか。  

 A. もう 夏休みです。  

 B. 毎日 9時から 3 時まで ずっと 勉強して います。  

 C. 昼ごはんは レストランや 教室などで 食べます。  

 D. 私は 夜 おそくまで 勉強します。  

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 10. この CD を お聞きした ことが ありますか。とても いい 音楽ですよ。  
                                 A             B                             C                                              D 
Câu 11.  
田中：｢その りんご、大きくて、赤そうですね。」 
     A                    B 
山田：｢ええ、とても おいしいですよ。いなかの 母が 送って くれたんです。」 
                                                                                                  C                                 D 
Câu 12. もし、私が おくれたら 待たなくて 先に 行って ください。  
                            A                                        B              C             D 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ 
câu 13 đến câu 16. 

 私が 電車で 友だちの 家へ あそびに 行った 時の ことです。電車の 中は、本を 

読んで いる 人、ねて いる 人などで、(13)＿＿＿。私は、ゆうせんせき（注）の 前に 立って 

いました。すると、そこへ おじいさんと おばあさんが のって きました。おじいさんは、

ゆうせんせきに すわって ゲームを して いる 高校生に、「すまないけど、かわって 

くれないかな。」と 言いました。高校生は、おじいさんの 声が 聞こえなかったようです。

おじいさんは、高校生の かたを かるく たたいて、「おばあさんは、足が 悪いんだよ。」と 

言いました。(14)＿＿＿ 高校生は、ゲームを つづけて いました。私は、いやな 気持ちで 

電車に のって いました。ゆうせんせきは (15)＿＿＿ いい 所です。でも、すわったら、

まわりに ゆうせんせきが ひつような 人が いないか どうか、いつも (16)＿＿＿と 

思います。 
     （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）ゆうせんせき：chỗ ngồi ưu tiên  (dành cho người tàn tật, người già ...)  

Câu 13.  
A. すいて いました  B. こんで いました  

C. すいて いたようです  D. こんで いたようです  
Câu 14.  

A. それなのに  B. たとえば  C. すると  D. だから  
Câu 15.  

A. だれも すわらなくても  B. だれも すわらない ほうが  

C. だれが すわっても  D. だれは すわった ほうが  
Câu 16.  

A. 気を つけなければ ならない  B. 気に しないで いい  

C. 気に ならなければ ならない  D. 気が しても いい  
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Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ 
câu 17 đến câu 20. 

 私は 旅行が 好きだ。友だちと いっしょに 行くのも 楽しいが、それより 一人で 

行く ほうが いい。一人で 行けば、自分の 行きたい 所へ 行って、ゆっくりと 

見る ことが できる。友たちに いそがされて（注）見たい ものが 見られないのは 

とても ざんねんだ。 

 友だちに こう いうと、友だちは「一人で 行っても ぜんぜん おもしろく ないよ。だれも 

話す 人が いないのは さびしいから。」と 言った。たしかに そうかも しれない。何か 

すばらしい ものを 見たら、だれかに 自分の 気持ちを つたえたく なる。その 時 

そばに だれも いなかったら さびしいだろう。 

 しかし、私は 今まで 一人で たくさん 旅行して きたが、さびしいと 思った 

ことは ない。話したい 時は だれでも いいから 近くに いる 人と 話す ことに 

して いる。知らない 人と 話すのは 旅行で 一ばん 楽しい ことだと 思う。 
 ときどき 旅行で 会った 人から 手紙を もらう ことが ある。そんな 時は 

旅行の ことを 思い出して、もう 一度 楽しむ ことが できる。 
（坂本ひろみ、2009 年、『日本語能力試験 3 級模試』、UNICOM により） 

（注）いそがす：thúc giục, giục giã  

Câu 17. この 人は どんな 旅行が 好きですか。  

A. 一人で ゆっくりと 行く 旅行  B. 知らない 人と 行く 旅行  

C. 友だちと 楽しく 行く 旅行  D. 一人で さびしく 行く 旅行  

Câu 18. 旅行で すばらしい ものを 見た 時、この 人は どう しますか。  

A. 友だちと 話す  B. 近くの 人と 話す  

C. 友だちに 手紙を 書く  D. 写真を とる  

Câu 19. 一人で 行ったら どんな ことが できますか。  

 A. 旅行の ことが 思い出せる こと  

 B. 手紙が もらえる こと  

 C. 行きたい 所へ じゆうに 行ける こと  

 D. 自分の 気持ちが つたえられる こと  

Câu 20. この 人に よると、旅行で 一ばん 楽しい ことは 何ですか。  

A. 友だちと 楽しく 話す こと  B. 旅行の 後で 手紙を もらう こと  

C. すばらしい けしきを 見る こと  D. 知らない 人と 話す こと  

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 21. りゅうがくの 時、病気に なって 1か月ぐらい にゅういんして しまいました。  

A. 人阮  B. 入院  C. 人院  D. 入阮  

Câu 22. この 時計は 2 年前は やすかったが、今は 高いです。  

A. 安かった  B. 好かった  C. 案かった  D. 女かった  

Câu 23. 9時に しゅっぱつしますから、8時半に 駅の 前に あつまって ください。  

A. 準まって  B. 集まって  C. 焦まって  D. 進まって  

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

Câu 24. あなたの じむしょには パソコンが ＿＿＿ ありますか。  

A. なんだい  B. なんぼん  C. なんまい  D. なんさつ  

Câu 25. かいぎの 前に ＿＿＿を じゅんびして おいて ください。  

A. レインコート  B. プロジェクト  C. プロジェクター  D. アルバイト  
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Câu 26. 田中さんは ピアノも ＿＿＿し、ギターも ひけます。  

A. 上手な  B. 上手で  C. 上手  D. 上手だ  

Câu 27. スーパーは 家から 近いですが、物が 少なくて ＿＿＿です。  

A. べんり  B. かんたん  C. じゃま  D. ふべん  

Câu 28. この コンピューターに ＿＿＿ いけません。  

A. さわりますは  B. さわれば  C. さわっては  D. さわらないで  

Câu 29. 今日は 姉の ＿＿＿ので、プレゼントを 買って おきました。  

A. たんじょうび  B. たんじょうびな  

C. たんじょうびだった  D. たんじょうびだ  

Câu 30. きのう おさけを ＿＿＿、今日は 頭が とても いたいです。  

A. 飲みおわって  B. 飲みはじめて  C. 飲みすぎて  D. 飲みだして  

Câu 31. どんなに ＿＿＿、食事は 大切に して ください。  

A. いそがしでも  B. いそがしいでも  C. いそがしても  D. いそがしくても  
Câu 32.  
田中：「今晩の パーティーに 行きますか。」 

山田：「いそがしいから、＿＿＿。」 

A. 行けないかも しれません  B. 行った ことが ありません  

C. 行って ほしく ありません  D. 行かなければ なりません  

Câu 33. この ケーキは ＿＿＿に 食べて ください。明日なら 悪く なりますよ。  

A. 1 年中  B. 学校中  C. 今日中  D. 家中  

Câu 34. 大学で 勉強した 時の ＿＿＿は 文学でした。  

A. どうぐ  B. かんそう  C. かんけい  D. せんもん  

Câu 35. 先週の 土よう日は どこ______ 出かけませんでした。  

A. までも  B. へも  C. でも  D. かへ  

Câu 36. 友だち______ おいしい レストランを 教えて もらったので、すぐに 行って 

みました。  

A. から  B. は  C. まで  D. が  
Câu 37.  
山下：｢いい 天気ですね。」 

森田：｢ええ。＿＿＿ 日は さんぽしたく なりますね。」 

A. どんな  B. あんな  C.  そんな  D. こんな  
Câu 38.  
田中：｢かれの えは すばらしかったよ。」 

山田：｢うん、あの えは 外国でも ＿＿＿そうだよ。」 

A. 有名な  B. 有名  C. 有名だ  D. 有名の  

Câu 39. ジョンさんは 10年間も 日本に 住んで いたので、日本語が ＿＿＿です。  

A. にこにこ  B. うきうき  C. ぺこぺこ  D. ぺらぺら  

Câu 40. じょせいが はたらきながら、子どもを ＿＿＿のは たいへんです。  

A. そだてる  B. 考える  C. 生まれる  D. かたづける  

Câu 41. 姉は ＿＿＿から 友だちと ずっと 話しつづけて います。  

A. ちょうど  B. とうとう  C. やっと  D. さっき  

Câu 42. つかれたから、コーヒー______ 飲みませんか。  

A. でも  B. と  C. まで  D. が  

Câu 43. さいきん ふとったので、むかしの ズボンが ＿＿＿ なりました。  

A. はいて  B. はけて  C. はかなく  D. はけなく  

Câu 44. 友子さんは 友だちに「ともちゃん」と ニックネーム______ よばれて います。  

A. が  B. で  C. を  D. と  
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Câu 45. 田中さんは いつも 一人で すわって います。友だちが ＿＿＿みたいです。  

A. いない  B. いて  C. いた  D. いる  
Câu 46.  
山田：｢さいふが ＿＿＿。」 

田中：｢あっ、ほんとうだ。どうも ありがとう ございます。」 

A. おとしたかも しれませんよ  B. おとしたみたいですよ  

C. おちそうですよ  D. おちるそうですよ  

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.  
山田：｢お子さんの けがは どうですか。」 

田中：｢なかなか よく ならないんです。」 

山田：｢＿＿＿。」 

A. おめでとう ございます  B. それは いけませんね  

C. おかげさまで  D. どうぞ お元気で  
Câu 48. 
田中：｢明日の かいぎは 休ませて いただけませんか。」 

山田：｢＿＿＿。」  

A. ええ、よかったですね  B. ええ、たいへんですね  

C. ええ、休ませても いいですよ  D. ええ、かまいませんよ  
Câu 49.  
田中：｢映画の チケットが あるんだけど、明日 いっしょに 行かない。」 

山田：｢______。」 

 A. わるいけど、行かなければ ならない  

 B. わるいけど、まだ 行かないよ  

 C. ありがとう。じゃ、2 まい くれる  

 D. ありがとう。でも、明日は アルバイトなんだ  
Câu 50.  
田中：｢あのね、今度 私、スピーチコンテストに 出る ことに なったんだよ。」 

山田：｢＿＿＿。」  

A. そうだよ。出ても いいよ  B. へえ、すごい。がんばってね  

C. そうだね。出た ほうが いいよ  D. えっ、とても 上手だったね  

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

 


