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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 
Môn thi: TIẾNG NHẬT 

Thời gian làm bài: 60 phút.  
 

 Mã đề thi 418 

Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................. 
 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào phần trống để hoàn thành các tình huống dưới đây: 
Câu 1: 山下：「＿＿＿。どうぞ おあがり ください。」 

 石田：「しつれいします。」 

A. ごめんなさい B. いってらっしゃい 
C. よく いらっしゃいました D. いってまいります 

Câu 2:  山下：「おかしを もう 少し いかがですか。」 

 石田：「もう、＿＿＿。ごちそうさま。」 

A. いただきます B. 食べました C. 食べましょう D. けっこうです 
Câu 3:  子供：「＿＿＿。」 

 母 ：「お帰りなさい。今日は 早かったのね。」 

A. ごめんください B. しつれいします C. いってまいります D. ただいま 
Câu 4:  山下：「おかげさまで、大学に 合格しました。」 

 石田：「それは ＿＿＿。」 

A. たいへんですね B. どういたしまして C. おめでとう D. ありがとう 
Câu 5:  山下：「このペンを 借りても いいですか。」 

 石田：「ええ、＿＿＿。」 

A. だめです B. さしあげます C. むりです D. どうぞ 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 
Câu 6: 家の 近くに 本屋が ＿＿＿ あります。 

A. にかい B. にさつ C. にほん D. にけん 
Câu 7: ＿＿＿を かえたら、部屋が 明るく なりました。 

A. テキスト B. カーテン C. アルバイト D. アクセサリー 
Câu 8: わたしの 先生は たいへん ＿＿＿です。 

A. みじかい B. ただしい C. すずしい D. きびしい 
Câu 9: かぜを ひいて くすりを 飲んだのですが、＿＿＿ よく なりません。 

A. すこしも B. とても C. もう D. きっと 
Câu 10: どうぞ ＿＿＿を しないで、たくさん めしあがって ください。 

A. むり B. はんたい C. えんりょ D. せつめい 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau: 
Câu 11: 昨日 わたしは 買い物を たくさん しました。今 お金は もう ＿＿＿。 

A. ありました B. ありませんでした C. あります D. ありません 
Câu 12: かのじょは 今晩の パーティーには 来ない ＿＿＿と 思います。 

A. だろう B. らしい C. ようだ D. そうだ 
Câu 13: 白い 花を 6 本＿＿＿ 赤い 花を 7 本 ください。 

A. は B. で C. が D. と 
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Câu 14: そんなこと、＿＿＿ 言えません。 

A. はずかしく B. はずかしいくて C. はずかしくて D. はずかしいで 
Câu 15: １時に なりました。＿＿＿ テストを はじめます。 

A. しかし B. それでは C. でも D. どうも 
Câu 16: 「さくら」という かんじは ＿＿＿ 書きますか。 

A. どう B. なんと C. どんな D. どんなに 
Câu 17: 新しい じしょ＿＿＿ ほしいです。 

A. と B. は C. が D. で 
Câu 18: どうぞ、ゆっくりして ください。遅くなったら、弟に 車で ＿＿＿。 

A. 送らせます B. 送ります C. 送られます D. 送らされます 
Câu 19: すみません。すぐ おわりますので、10 分＿＿＿ 待って ください。 

A. ほど B. に C. でも D. しか 
Câu 20:  山下：「おととい 見た 映画は おもしろかったわ。」 

 石田：「そう？ ＿＿＿映画を 見たかったけど、時間が なくて...」 

A. この B. その C. どの D. あの 
Câu 21: かれは アメリカで そだったから、英語が ＿＿＿ はずです。 

A. じょうずの B. じょうずな C. じょうず D. じょうずだ 
Câu 22:  山下：「明日の 午後は どこ＿＿＿ 行きますか。」 

 石田：「はい、銀行へ 行きます。」 

A. にも B. かへ C. へも D. でも 
Câu 23: このはしを 作るの＿＿＿ ４年 かかりました。 

A. に B. か C. を D. へ 
Câu 24: わたしは 母＿＿＿ 泣かせる ような ことは したくない。 

A. へ B. を C. の D. に 
Câu 25: 車＿＿＿ 運転が できます。 

A. を B. に C. の D. は 
Câu 26: かいぎが ある ＿＿＿を 知りませんでした。 

A. もの B. ため C. はず D. こと 
Câu 27: 今日は さむい＿＿＿、かぜも 強いから 家に います。 

A. し B. から C. のに D. ので 
Câu 28: 旅行に 行く前に、地図を 買って ＿＿＿。 

A. おきます B. あります C. します D. います 
Câu 29:  山下：「この間 スーパーで 木村さんに 会いました＿＿＿。」 

 石田：「そうですか。」   

A. ね B. の C. か D. よ 
Câu 30: かさを 忘れて きましたが、山田さんが かして ＿＿＿。 

A. あげました B. やりました C. もらいました D. くれました 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho cách đọc của phần được gạch chân trong các câu sau: 
Câu 31: 田中さんは 一週間 会社を 休んでいます。 

A. いしゅうかん B. いしゅかん C. いっしゅうかん D. いっしゅかん 
Câu 32: 日本の 着物は 有名です。 

A. きもつ B. つきもつ C. きもの D. つきもの 
Câu 33: えきの 西口を 出て 帰りました。 

A. きたぐち B. にしぐち C. にしくち D. きたくち 
Câu 34: 土曜日までに この本を 返して ください。 

A. どよび B. どようび C. とようび D. どうよび 
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Câu 35: スキー大会は この町で 開かれる そうです。 

A. ひらかれる B. とかれる C. ひかれる D. あかれる 
 

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 36: としょかんでは、みんな しずかに 本を 読んで います。 

A. 晴かに B. 清かに C. 精かに D. 静かに 
Câu 37: そつぎょう式は ９時から はじまります。 

A. 率僕 B. 卒業 C. 率業 D. 卒僕 
Câu 38: わたしたちは くらい 山道を 歩きました。 

A. 黒い B. 暗い C. 悪い D. 青い 
Câu 39: まいあさ ６時に 起きます。 

A. 毎晩 B. 毎週 C. 毎朝 D. 毎日 
Câu 40: わたしの すんで いる 町は 海に 近いです。 

A. 王んで B. 住んで C. 注んで D. 主んで 
 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân dưới đây: 
Câu 41: あのレストランの 料理は まずいです。 

A. あのレストランの 料理は おいしくないです。 
B. あのレストランの 料理は わるくないです。 
C. あのレストランの 料理は やすくないです。 
D. あのレストランの 料理は すくないです。 

Câu 42: 外国から しなものを 買ったり、外国へ しなものを 売ったり します。 

A. 外国と やくそくを します。 B. 外国と きょうそうを します。 
C. 外国と そうだんを します。 D. 外国と ぼうえきを します。 

Câu 43: わたしは 今 のどが かわいて います。 

A. わたしは 今 寝たいです。 B. わたしは 今 何か 食べたいです。 
C. わたしは 今 何か 飲みたいです。 D. わたしは 今 休みたいです。 

Câu 44: 宿題は だいたい すみました。 

A. 宿題は ほとんど すみました。 B. 宿題は ぜんぶ すみました。 
C. 宿題は だんだん すみました。 D. 宿題は きっと すみました。 

Câu 45: 田中さんは「そふも そぼも 元気です。」と 言いました。 

A. 田中さんの おとうさんも おかあさんも お元気だ そうです。 
B. 田中さんの おじさんも おばさんも お元気だ そうです。 
C. 田中さんの おにいさんも おねえさんも お元気だ そうです。 
D. 田中さんの おじいさんも おばあさんも お元気だ そうです。 
 

Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống, từ câu 46 đến 
câu 47.  
 2 月 14 日は、日本では バレンタインデーです。キリスト教の とくべつな 日ですが、日本では、

女の 人が 好きな 人に チョコレートなどの （46） ＿＿＿に なりました。世界にも 同じ 

ような 日が あります。ブラジルでは、6 月 12 日が 「こいびとの 日」と よばれる日です。

その日は、男の 人と 女の 人が プレゼントを 用意
よ う い

し、（47） ＿＿＿。 
                              (山辺真理子・飯塚睦・金成ふみ恵（2007）『日本語チャレンジ 3級』) 

Câu 46:    A. おみやげを 売る日 B. プレゼントを 売る日 
 C. おみやげを する日 D. プレゼントを する日 
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Câu 47:    A. こいびとから もらいます B. 友だちに おくります 
 C. こいびとに おくります D. 友だちから もらいます 

 
Đọc đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để trả lời các câu hỏi, từ câu 48 đến câu 50.  
 山田さんは ふろが 大好きです。仕事で 外国へ 行ったとき、ようしきの ふろが 一番 

困ります。シャワーだけでは 満足
まんぞく

できません。ようしきの ふろは あさくて 肩
かた

まで 入れません。

ですから、日本へ 帰ると、ゆっくり ふろに 入ります。 

 山田さんの 家の ふろは せまくて くらいのですが、今度 ボーナスを もらったら、ふろばを 

大きく するつもりです。そして、ふろの 窓から にわの 石や 木が 見られるように しようと 

思って います。ふろばには 電話や テレビも 置きたいし、ふろに 入って、ステレオを 

聞きながら ビールを 飲みたいと 考えて います。 

 山田さんは ふろに 入りながら いろいろ 考えて いますが、さあ、山田さんの 夢は どう 

なるでしょうか。  

                              （三井豊子・拍崎雅世 他著（1991）『読解 20 のテーマ』）        

満足する: thỏa mãn, hài lòng 
Câu 48: 山田さんは 外国へ 行ったとき、何が 一番 困りますか。 

A. ようしきの シャワー B. ようしきの ふろ 
C. 日本しきの シャワー D. 日本しきの ふろ 

Câu 49: 山田さんの 好きな ふろは どれですか。 

A. 肩まで おゆの 中に 入れる 日本の ふろです。 
B. あさくて ふろの 中で 寝られる ようしきの ふろです。 
C. かんたんで 便利な シャワーです。 
D. 夢を 見る ことが できる せまい ふろです。 

Câu 50: 正しい ものは どれですか。 

A. 山田さんは 外国へ 行ったときも、シャワーは 使いません。 
B. 山田さんは ふろばで おさけを 飲みたいです。 
C. 山田さんは 大きくて 窓から にわの 石や 木が 見られる ふろばが ほしいです。 
D. 山田さんは 今度 にわに ふろを 作ります。 
 

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


