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I. Từ Vựng Sơ Cấp 

 

TT Mục từ Hán Tự Âm Hán Nghĩa 

1 ちこくします 遅刻します TRÌ KHẮC đến chậm, đến muộn 

2 りこんします 離婚します LY HÔN ly dị, ly hôn 

3 ふくざつ[な] 複雑[な] PHỨC TẠP phức tạp 

4 とります 撮ります TOÁT chụp 

5 あいます 会います HỘI gặp 

6 たまご 卵 NOÃN trứng 

7 かけます 掛けます QUẢI khóa 

8 きもちがいい 気持ちがいい KHÍ TRÌ dễ chịu, thƣ giãn 

9 きもちがわるい 気持ちが悪い KHÍ TRÌ ÁC khó chịu 

10 かみ 紙 CHỈ giấy 

11 はな 花 HOA hoa 

12 にもつ 荷物 HÀ VẬT đồ đạc, hành lý 

13 ふみます 踏みます ĐẠP giẫm, giẫm lên, giẫm vào 

14 こわします 壊します HOẠI phá, làm hỏng 

15 よごします 汚します Ô làm bẩn 

16 べんり[な] 便利[な] TIỆN LỢI tiện lợi 

17 おおきい 大きい ĐẠI lớn, to 

18 ちいさい 小さい TIỂU bé, nhỏ 

19 なれます 慣れます QUÁN làm quen với 

20 かたい 硬い NGẠNH cứng 

21 やわらかい 軟らかい NHUYỄN mềm 

22 やきゅう 野球 DÃ CẦU bóng chày 

23 おんがく 音楽 ÂM NHẠC/LẠC âm nhạc 

24 うた 歌 CA bài hát 

25 ただしい 正しい CHÍNH đúng, chính xác 

26 めずらしい 珍しい TRÂN hiếm, hiếm có 

27 かた 方 PHƢƠNG vị, ngƣời 

28 こうえん 公園 CÔNG VIÊN công viên 

29 きっさてん 喫茶店 KHIẾT TRÀ ĐIẾM 
quán giải khát, quán cà-

phê 
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TT Mục từ Hán Tự Âm Hán Nghĩa 

30 ほんや 本屋 BẢN ỐC hiệu sách 

31 ほそい 細い TẾ gầy, hẹp, thon 

32 ふとい 太い THÁI béo, to 

33 ぼんおどり 盆踊り BỒN DŨNG múa trong hội Bon 

34 ふなびん 船便 THUYỀN TIỆN gửi bằng đƣờng biển 

35 りょうしん 両親 LƢỠNG THÂN bố mẹ 

36 きょうだい 兄弟 HUYNH ĐỆ anh chị em 

37 つたえます 伝えます TRUYỀN truyền, truyền đạt 

38 はずします 外します NGOẠI rời, không có ở 

39 せき 席 TỊCH chỗ ngồi, ghế 

40 すくない 少ない THIỂU/THIẾU ít 

41 あたたかい 温かい,暖かい ÔN、NOÃN ấm áp 

42 すずしい 涼しい LƢƠNG mát mẻ 

43 ふきます 吹きます XÚY thổi 

44 なおります 
治ります，直りま

す 
TRỊ , TRỰC  chữa khỏi 

45 ひやします 冷やします LÃNH làm lạnh 

46 まがります 曲がります KHÚC rẽ, quẹo 

47 もちます 持ちます TRÌ mang, cầm 

48 てつだいます 手伝います THỦ TRUYỀN giúp đỡ 

49 しゅっせきします 出席します XUẤT TỊCH tham dự, tham gia 

50 きゅうけいします 休憩します HƢU KHẾ nghỉ, giải lao 

 

Bài Tập Trắc nghiệm 

1)  喫茶店 

(     )a. きっさてん 

(     )b. きっさみせ 

(     )c. きさてん 

(     )d. きちゃてん 

2)  軟らかい 

(     )a. かわらかい 

(     )b. しなやかい 

(     )c. やわらかい 

(     )d. あわらかい 
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3)  休憩します 

(     )a. きゅうけします 

(     )b. きゅけします 

(     )c. きゅうけします 

(     )d. きゅうけいします 

4)  治ります 

(     )a. なおります 

(     )b. かおります 

(     )c. おります 

(     )d. ちります 

5)  温かい 

(     )a. ねつかい 

(     )b. つめたかい 

(     )c. おんかい 

(     )d. あたたかい 

6)  吹きます 

(     )a. すいきます 

(     )b. すきます 

(     )c. ふきます 

(     )d. はきます 

7)  盆踊り 

(     )a. ぽんおどり 

(     )b. ぼんおどり 

(     )c. ぼんおどうり 

(     )d. ぽんおどうり 

8)  掛けます 

(     )a. ひらけます 

(     )b. こけます 

(     )c. あけます 

(     )d. かけます 

9)  複雑 

(     )a. ふくざつ 

(     )b. ふつざつ 

(     )c. ふつぞう 

(     )d. ふくぞう 

10)  外します 

(     )a. そとします 

(     )b. はずします 

(     )c. すずします 

(     )d. けずします 

11)  兄弟 



 Lophoctiengnhat.com 

 

4ページ ＿年＿月＿日＿曜日 

Lớp học 360_ Từ Vựng_Tuần  6 

 

(     )a. ぎょうだい 

(     )b. ぎょうたい 

(     )c. きょうたい 

(     )d. きょうだい 

12)  踏みます 

(     )a. のぞみます 

(     )b. ふみます 

(     )c. くみます 

(     )d. すみます 

13)  離婚します 

(     )a. けっこんします 

(     )b. きこんします 

(     )c. りこんします 

(     )d. りかいします 

14)  出席します 

(     )a. しゅっせきします 

(     )b. だしせきします 

(     )c. しゅつせきします 

(     )d. しゅつぜきします 

15)  涼しい 

(     )a. ひやしい 

(     )b. つめしい 

(     )c. すずしい 

(     )d. さむしい 

16)  荷物 

(     )a. にもつ 

(     )b. かもの 

(     )c. かぶつ 

(     )d. にぶつ 

17)  撮ります 

(     )a. あかります 

(     )b. おります 

(     )c. きります 

(     )d. とります 

18)  持ちます 

(     )a. かちます 

(     )b. もちます 

(     )c. こちます 

(     )d. まちます 

19)  両親 

(     )a. りょうおや 
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(     )b. りょうしん 

(     )c. りょしん 

(     )d. りょおや 

20)  硬い 

(     )a. がたい 

(     )b. こけい 

(     )c. ひたい 

(     )d. かたい 

21)  細い 

(     )a. ふとい 

(     )b. ほそい 

(     )c. こまかい 

(     )d. ささやかい 

22)  冷やします 

(     )a. つめたやします 

(     )b. さやします 

(     )c. ひやします 

(     )d. はやします 

23)  公園 

(     )a. こうえん 

(     )b. こえん 

(     )c. こううん 

(     )d. こうけん 

24)  珍しい 

(     )a. めずらしい 

(     )b. けわしい 

(     )c. ただしい 

(     )d. めずしい 

25)  遅刻します 

(     )a. きたいします 

(     )b. きこくします 

(     )c. ちたいします 

(     )d. ちこくします 
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II. Từ Vựng Trung Cấp 

 

TT Mục từ Hán tự Nghĩa 

01 プリンターでいんさつする プリンターで印刷する In bằng máy in 

02 プリンターでプリントする  In bằng máy in 

03 プリンターのようしがきれる 
プリンターの用紙が切れ

る 
Hết giấy in 

04 ～をきらす ～を切らす Làm hết, sử dụng hết 

05 インクがなくなる  Hết mực 

06 トナーがなくなる  Hết mực 

07 いんさつのはんいをしていする 印刷の範囲を指定する Chỉ định vùng in 

08 いんさつのむきをかくにんする 印刷の向きを確認する 
Xác nhận chiều 

(ngang, dọc) khi in 

09 よはくをおおくする 余白を多くする Chỉnh lề rộng lên 

10 ひょうじゅんサイズのようし 標準サイズの用紙 
Giấy kích thƣớc tiêu 

chuẩn 

11 いんさつがずれる 印刷がずれる Bản in bị trệch hƣớng 

12 ～をずらす  Làm trệch 

13 てまがかかる 手間がかかる Tốn công sức 

14 てまをはぶく 手間を省く Cắt giảm công sức 

15 ひょうじをきりかえる 表示を切り替える Thay đổi hiển thị 

16 データがきえる データが消える Mất dữ liệu 

17 しょうきょする 消去する Xóa (dữ liệu) 

18 めいわくメール 迷惑メール Mail quấy rối 

19 じゅしんをきょひする 受信を拒否する Từ chối nhận tin 

20 こじんじょうほうをぬすまれる 個人情報を盗まれる 
Thông tin cá nhân bị 

đánh cắp 

21 コンピューターウイルスにかん

せんする 

コンピューターウイルス

に感染する 

Máy tính bị nhiễm 

virus 

22 あたらしいウイルスにたいおう

する 

新しいウイルスに対応す

る 
Đối phó với virus mới 

23 チャットをたのしむ チャットを楽しむ Vui vẻ tán gẫu 

24 コミュニケーションをたのしむ 
コミュニケーションを楽

しむ 

Vui vẻ nói chuyện, 

giao tiếp 

25 けいじばんにかきこむ 掲示板に書き込む Viết vào bảng tin 

26 ネットオークション  Bán đấu giá qua mạng 
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TT Mục từ Hán tự Nghĩa 

27 しなものをうりかいする 品物を売り買いする Mua hàng 

28 オンライゲームをする  Chơi game online 

 

Bài tập 

I．正しいほうに○をつけなさい。 

１．ファイルを（ __ ）パソコンを終了させた。 

(     )a．閉じて 

(     )b．完了して 

(     )c．消去して 

(     )d．拒否して 

２．コンピューターウイルスに（ __ ）したらしく、正しく動かない。 

(     )a．余白 

(     )b．接続 

(     )c．感染 

(     )d．完了 

３．１行ずつ入力するのは（ __ ）。 

(     )a．受信を拒否する 

(     )b．手間がかかる 

(     )c．手間を省く 

(     )d．表示を切り替える 

４．このソフトは迷惑メールの受信を（ __ ）します。 

(     )a．消去 

(     )b．拒否 

(     )c．余白 

(     )d．表示 

５．古いパソコンを（ __ ）で手に入れた。 

(     )a．オンライゲーム 

(     )b．コミュニケーション 

(     )c．コンピューターウイルス 

(     )d．ネットオークション 

６．インターネットの（ __ ）に書き込みをした。 

(     )a．掲示板 

(     )b．余白 

(     )c．個人情報 

(     )d．品物 
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II．（  ）にはどれが入りますか。一つ選びなさい。 

７．紙が（  ）しまって、印刷が上手にできない。  

(     )１．かかって 

(     )２．ずれて 

(     )３．きれて 

(     )４．はぶいて 

８．突然停電して、入力中の（  ）が全部消えてしまった。 

(     )１．データ 

(     )２．チャット 

(     )３．プリンター 

(     )４．ウイルス 

 

III. Từ Vựng Qua hình ảnh 

 

 

 
しょんぼりする thẩn thờ 

いやなことがあって、元気がないようす。
Trạng thái thẩn thờ vì gặp những chuyện không thích. 

例： 

1) 子どもがおかあさんにしかられて、しょん

ぼりしている。Đứa trẻ bị mẹ mắng cứ đơ ngƣời ra. 

2)弟はお金をなくして、しょんぼりしてい

る。Em trai thẩn thờ vì lỡ làm mất tiền. 

 

 
ぼんやりする Lơ đãng, mơ 

注意力がなくなっているようす。ものごとを

考えないでいるようす。また、形や色などが

よく見えないようす。Tình trạng không chú ý 

cũng không không suy nghĩ gì cả. Ngoài ra còn dùng khi 

không nhìn thấy rõ hình thù hay màu sắc của một vật 

nào đó  

1) たかしくんは授業中いつもぼんやりしてい

る。Nhóc Takashi lúc nào cũng mơ màng trong giờ 

học. 

2)海の向こうに島がぼんやり見える。Nhìn 

thấy hòn đảo mờ nhạt phía bên kia biển. 

http://lophoctiengnhat.com/images/images/Lop_tonghop360/Tuan6_02.png
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màng 

 

 
にこにこする 

Cƣời tủm tỉm, tƣơi cƣời 

ほほえんでいて、うれしそうなようす。Mỉm 

cƣời nhƣ có vẻ vui lắm. 

1) 高木さんはガールフレンドから電話をもら

って、にこにこしている。Anh Takagi nhận đƣợc 

điện thoại của bạn gái cứ cƣời tủm tỉm. 

2)あの人はいつもにこにこしていて、楽しそ

うだ。Ngƣời đó lúc nào cũng tƣơi cƣời trông có vẻ rất 

vui. 

 
けろりとする thản nhiên, trơ trơ 

大きなことが起こったのに、何もなかったよ

うに平気でいるようす。（｢けろっと」とも

いう）xảy ra việc lớn mà cứ bình thản nhƣ chẳng có gì 

xảy ra. 

1) その子は先生にしかられたのに、けおりと

している。Bị giáo viên la mà vẫn thản nhiên nhƣ 

không. 

2)松本さんは大学に落ちたのに、けろりとし

ている。Matsumoto đã rớt kỳ thi đại học mà vẫn thản 

nhiên nhƣ không. 

 
ぴんぴんする Khỏe nhƣ văm, 

khỏe đùng đùng 

老人などが、何ごともなく、元気でいるよう

す。Tình trạng những ngƣời lớn tuổi nhƣng vẫn rất 

khỏe khoắn. 

1) うちのおじいさんは 90歳だが、まだぴん

ぴんしている。Ông tôi đã 90 tuổi rồi mà vẫn còn rất 

mạnh khỏe. 

2) 小林さんは事故にあったと聞いたが、ぴん

ぴんしていた。Nghe nói anh Kobayashi gặp tai nạn 

nhƣng vẫn còn khỏe đùng đùng. 

 

 

 

http://lophoctiengnhat.com/images/images/Lop_tonghop360/Tuan6_03.png
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練習問題 

1. Aと Bのうち、適当なほうを選びなさい。 

①    少女は一日中（       ）海を見ていた。 

(     )a. ぼんやり  

(     )b. ぴんぴん  

(     )c. にこにこ   

(     )d. けろりと 

②    山田さんはプレゼントをもらって、（       ）している。 

(     )a. けろりと 

(     )b. ぴんぴん  

(     )c. ぼんやり 

(     )d. にこにこ   

③    田中さんは時計を壊してしまって、（        ）している。 

(     )a.  しょんぼり  

(     )b. ぴんぴん  

(     )c. にこにこ   

(     )d. けろりと 

④    その子はいじめられても、（       ）していた。 

(     )a. ぼんやり 

(     )b. けろりと  

(     )c. にこにこ   

(     )d. ぴんぴん  

⑤    関 根
せきね

さんは自動車にぶつけられたのに、（      ）している。 

(     )a. にこにこ   

(     )b. ぴんぴん  

(     )c. ぼんやり 

(     )d. けろりと 

2. （   ）に入れるのにもっとも適当なものを下から選びなさい。（一回

ずつ使う事） 

[ a. けろりと b. しょんぼり c. にこにこ  

d. ぴんぴん e. ぼんやり  ] 

 

① 社長は、年はとっているが、（   ）している。 

(     )a.     (     )b.     (     )c.     (     )d.      (     )e.  

② （   ）していて、約束を忘れてしまった。 

(     )a.     (     )b.     (     )c.     (     )d.      (     )e.  

③ 吉田さんは今日（   ）している、何かいいことがあっただろう。 

(     )a.     (     )b.     (     )c.     (     )d.      (     )e.  
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④  渡辺さんは先生にしかられて、（   ） している。 

(     )a.     (     )b.     (     )c.     (     )d.      (     )e.  

⑤    鈴木さんは試合に負けたのに、何もなかったように、（   ） してい

る。 

(     )a.     (     )b.     (     )c.     (     )d.      (     )e.  

 

Từ & Ứng Dụng của từ 

TT 
 

Mục từ Hán tự Nghĩa 

01 
 
つかまる 捕まる Bị bắt, bị tóm 

 

犯人が警察に捕まった。 

電車で立っているときはいつもつり革につかまっている。 

02 
 
つかまえる 捕まえる Bắt, nắm bắt, chộp, tóm 

 

警察が泥棒を捕まれた。 

川で魚を捕まえる。 

03 
 
のる 乗る Cƣỡi, lên xe, lên tàu 

 
毎朝、電車に乗って学校に通っている。 

 
降りる（おりる）：Bƣớc xuống, hạ, xuống 

04 
 
のせる 乗せる Chất lên, chồng lên, xếp lên, để lên 

 

子どもを車に乗せて、学校まで送って行った。 

下ろす（おろす）：Hạ(buồm, mỏ neo), hạ xuống, rút (tiền) 

 

05 
 
おりる 降りる／下りる Hạ xuống, đi xuống, bƣớc xuống(xe, núi) 

 

電車を降りる。 

２階から１階に降りる。 

階段を下りる。 

景気が悪いらしく、シャッターの下りた店が多い。 

何度も頼んで、やっと許可が下りた。 

 

乗る（のる）：Cƣỡi, lên xe, lên tàu 

上がる（あがる）：Bốc lên, dấy, mọc lên, tăng lên 

のぼる：Lên cao, leo tr o, tăng lên, đi lên 

06 
 
おろす 降ろす／下ろす Cho xuống(xe), thòng, hạ xuống, rút tiền 

 

(タクシーの客が）「あの銀行の前で降ろしてください」 

たなの上から荷物をおろす。 

「賛成の方は手を挙げてください。はい、おろしてください」 

銀行からお金をおろす。 

 

乗せる（のせる）：Chất lên; chồng lên; xếp lên; 

上がる／挙げる（あがる／あげる）：Nâng lên; đƣa lên; giơ lên 

積む（つむ）：Chất; xếp 

預ける（あずける）：Giao cho; giao phó; gửi 
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TT 
 

Mục từ Hán tự Nghĩa 

入れる（いれる）：Cho vào; bỏ vào 

出す（だす）：Gửi đi; cho ra khỏi; xuất bản 

引き出す（ひきだす）：Kéo ra; lấy ra; nhổ 

 

07 
 
なおる 直る Đƣợc sửa; đƣợc chữa 

 

こわれたパソコンが直った。 

発音のくせがなかなか直らない。 

08 
 
なおす 直す Chỉnh sửa, làm lại, đính chính 

 

こわれた時計を直す。 

くつを直す。 

先生が作文を直してくれた。 

「ネクタイが曲がっていますよ。直したほうがいいですよ」 

日本語を英語に直す。 

 
修理する（しゅうりする）：Sửa sang, sữa chữa, hàn gắn 

手直し（を）する：Sửa đổi 

09 
 
なおる 治る Chữa khỏi, cải chính 

 

なかなか頭痛が治らない。 

{けが／病気 …} が治る。 

 

治り（なおり）：Sự hồi phục (sức khỏe, bệnh tật) 

治りが早い／遅い（なおりがはやい／おそい）：Mau / lâu khoẻ 

治りが悪い（なおりがわるい）：Chữa trị khó khăn 

10 
 
なおす 治す Sửa chữa 

 
よく休んで早くかぜを治してください」 

11 
 
なくなる 亡くなる Chết, mất, qua đời, quy tiên 

 
社長が９０歳でなくなった。 

12 
 
なくす 亡くす Chết, mất 

 
彼は子どものとき、父親をなくした。 

13 
 
うまれる 生まれる Đƣợc sinh ra 

 

先月子どもが生まれた。 

１９９０年代に、多くのアニメの名作が生まれた。 

 
生まれ（うまれ）：Sự ra đời, nơi ra đời 

14 
 
うむ 産む／生む Sinh, đẻ 

 

妻が先日元気な女の子を産んだ。 

にわとりが卵を産む。 

彼の努力がこの新記録を生んだ。 

 出産する（しゅっさんする）：Lâm bồn, sinh đẻ 

15 
 
であう 出会う Gặp gỡ ngẫu nhiên, hội ngộ 

 

駅で偶然大学時代の友人{に／と} 出会った。 

ここは両親が初めて出会った場所だそうだ。 
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TT 
 

Mục từ Hán tự Nghĩa 

 
出会い（であい）：Cuộc hội ngộ 

16 
 
たずねる 訪ねる Thăm, ghé thăm, viếng 

 

友人の家を訪ねた。 

「さっきあなたを訪ねて、お客さんがいらっしゃいましたよ」 

 訪問する（ほうもんする）：Thăm hỏi, viếng thăm, ghé thăm 

17 
 
つきあう 付き合う Kết hợp, giao du, có quan hệ 

 

隣の家の人と親しく付き合っている。 

先週の土曜日は上司のゴルフに付き合わされた。 

 

付き合い: Sự giao thiệp; mối quan hệ 

付き合いがある／ない：Không/ có giao thiệp; mối quan hệ 

付き合いがいい／悪い：giao thiệp; mối quan hệ xấu/ tốt 

交際する（こうさいする）：quan hệ; giao du 

 

Bài tập trắc nghiệm 
Ⅰ（  ）に助詞を書きなさい。（「は」は使わないこと） 

1 子ども（ A  ）車（ B  ）乗せて送って行った。 

A 

(    )a.を     (    )b.と     (    )c.が     (    )d.に 

B 

(    )a.を     (    )b.で     (    )c.に     (    )d.と  

2 きのう、先輩（ A  ）昼ご飯（ B  ）おごってもらった。 

A 

(    )a.を     (    )b.で     (    )c.と     (    )d.に 

B 

(    )a.を     (    )b.が     (    )c.に     (    )d.と 

3 「これ（ A   ）ノート（  B  ）写してください」 

A 

(    )a.を     (    )b.と     (    )c.に     (    )d.で 

B 

(    )a.を     (    )b.に     (    )c.と     (    )d.が 

4 この歌は祖母（   ）教わった。 

(    )a.を     (    )b.と     (    )c.に     (    )d.が 

5 「この日本語（ A  ）英語（ B  ）治してください」 

A 

(    )a.を     (    )b.と     (    )c.が     (    )d.に 

B 
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(    )a.を     (    )b.と     (    )c.に     (    )d.で 

6 銀行（ A  ）金（ B  ）預ける。 

A 

(    )a.を     (    )b.に     (    )c.と     (    )d.で 

B 

(    )a.を     (    )b.と     (    )c.に     (    )d.で 

7 恋人（  A ）結婚（ B  ）申し込んだ。 

A 

(    )a.を     (    )b.に     (    )c.が     (    )d.と 

B 

(    )a.を     (    )b.と     (    )c.に     (    )d.で 

8 鈴木さん（ A  ）映画（ B  ）さそいたいと思っている。 

A 

(    )a.で     (    )b.を     (    )c.に     (    )d.と 

B 

(    )a.と     (    )b.を     (    )c.に     (    )d.が 

9 私は高校のころから山田さん（   ）付き合っている。 

(    )a.で     (    )b.が     (    )c.を     (    )d.と 

10 父は昨年 84歳（   ）亡くなった。 

(    )a.で     (    )b.に     (    )c.を     (    )d.と 

11 弟はみんな（  A ）しんちゃん（  B  ）呼ばれている。 

A 

(    )a.を     (    )b.に     (    )c. と    (    )d.で 

B 

(    )a.で     (    )b. と    (    )c.が     (    )d.を  

12 10年前に夫（   ）亡くしてから、一人暮らしです。 

(    )a.に     (    )b.と     (    )c.で     (    )d.を 

 

Ⅱ 下の表を完成させなさい。 

 
自動詞 他動詞 

1 たおれる ___________________ 

2 起きる ___________________ 

3 ___________________ うむ 

4 おりる ___________________ 

5 ___________________ 乗せる 

6 ___________________ つかまえる 
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7 なおる ___________________ 

8 かわく ___________________ 

 

 

Ⅲ 正しいほうに   ⃝をつけなさい。 

1 どこに旅行するか、みんなで話し合って（     ）。 

(    )a.  決まった 

(    )b. 決めた  

(    )c. 決められる  

(    )d. 決まれる 

2 「この写真、よく（     ）いますね。 

(    )a.  うつして 

(    )b. うつって  

(    )c. うつて  

(    )d. うつうして 

3 引っ越したいが、なかなかいいアパートが（      ）。 

(    )a.  見つかない 

(    )b. 見つけない  

(    )c. 見つない  

(    )d. 見つからない 

4 薬を飲んだのに、頭痛が（      ）。 

(    )a.  治りない 

(    )b. 治っさない  

(    )c. 治らない  

(    )d. 治さない 

5 うちのねこが 6びきも子どもを （    ）。 

(    )a.  うんだ 

(    )b. うまれた  

(    )c. うまれる  

(    )d. うむ 

6 （タクシーの運転手に）「あそこで（     ） ください」 

(    )a.  おりて 

(    )b. おろして  

(    )c. おって  

(    )d. おろて 

7 （電車の中で）「あぶないですから、つりかわに（     ）ください」 
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(    )a.  おつり 

(    )b. おつかり  

(    )c. おつかまり  

(    )d. おつかまえ 

8 「先生、この作文を（      ）いただけませんか」 

(    )a.  直って 

(    )b. 直して  

(    )c. 直て  

(    )d. 直おって 

 

Ⅳ いっしょに使うことばを下からえらびなさい。ことばは一度しか使えま

せん。 

a.おこす  b.おりる  c.かう  d.かぐ  e.かぞえる         

f.ける  g.だく h.たたむ  i.よぶ 

1 においを（   ）。 

2 じこを（   ）。 

3 階段を（   ）。 

4 せんたく物を（   ）。 

5 かずを（   ）。 

6 名前を（   ）。 

7 赤ちゃんを（   ）。 

8 名前を（   ）。 

9 ボールを（   ）。 

 

Ⅴ. いっしょに使うことばをえらびなさい。 

（Chọn các từ có thể kết hợp. Chú ý: 1 câu có thể có nhiều từ） 

1 （      ）がかわく。 

(    )a.   せんたくもの 

(    )b. 空気 

(    )c. 雪 

(    )d. のど 

2 （      ）を呼ぶ。 

(    )a. 名前 

(    )b. タクシー 

(    )c. 電車 

(    )d. 電話 
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3 （       ）がたおれる。 

(    )a. 車 

(    )b. 自転車 

(    )c. 建物 

(    )d. 木 

(    )e. 花 

(    )f. 人 

4 （      ）を起こす。 

(    )a. 問題 

(    )b. 目的 

(    )c. 事故 

(    )d. 計画 

(    )e. 子ども 

5 （      ）をたずねる。 

(    )a. 友人の家 

(    )b. 質問 

(    )c. 電話番号 

(    )d.道 

 

 

Ⅵ. （  ）に入ることばを下からえらんで、適当な形にして書きなさい。 

a.なぐって   b.さけんだ   c.たたいて   d.おもいだす   

e.たおした  f.ことわって 

1 「音楽に合わせて手を（   ）ください」 

2 大声で（   ）が、だれも助けにきてくれなかった。 

3 相手の名前をなかなか（   ）ことができなくて困った。 

4 Aチームが 1対 0で Bチームを（   ）。 

5 授業中に教室を出るときは、先生に（   ）から出なければならない。 

6 けんかで、相手を（   ）けがをさせてしまった。 

 

a.であって    b.おろして    c.つきあって    d.あずかって    

e.だまって    f.みつからなくて 

 

 

7 何を聞いても、子どもは（   ）いるだけで答えなかった。 

8 「ねえ、あした、買い物に（   ）くれない？」 

9 私が出張でいないときは、友人にペットを（   ）もらう。 
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10 朝、家を出ようとしたとき、さいふがなかなか（   ）、遅れそうにな

った。 

11 「すみません、たなの上から荷物を（   ）ください」 

12 あの医者と（   ）いなかったら、私は死んでいたと思う。 

 


