
Вопрос 11
Балл: 2

Вопрос 22
Балл: 2

Вопрос 33
Балл: 3

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова  カルチャーショッカルチャーショッ

クク согласно транскрипционной системе Поливанова.
Впишите ответ кириллицей в поле ответов. Не используйте заглавные буквы.

Ответ: 

Правильный ответ: карутя:сёкку

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова  さんびゃくじゅうはさんびゃくじゅうは

ちち согласно транскрипционной системе Поливанова.
Впишите ответ кириллицей в поле ответов. Не используйте заглавные буквы.

Ответ: 

Правильный ответ: самбякудзю:хати

Какие из перечисленных иероглифов используются для записи подчеркнутых
слов? Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы.

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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Вопрос 44
Балл: 3

Вопрос 55
Балл: 3

たいていの物は　デパートで　かいます。
 今;  作;  合;  会;  頁;  買;  使; 

かのじょと　よく　あいますか。
 今;  作;  合;  会;  頁;  買;  使; 

私たちは　毎日　たくさん　水を　つかいます。
 今;  作;  合;  会;  頁;  買;  使; 

Правильный ответ:

たいていの物は　デパートで　かいます。 → 買,

かのじょと　よく　あいますか。 → 会,

私たちは　毎日　たくさん　水を　つかいます。 → 使

Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов. Обратите
внимание, что в ряду есть лишние ответы.

東京で　しゃしんを　たくさん　とりました。  写真;  池図;  地固;  親聞;  新分;  新聞;  与新;  
地図; 

日本語の　しんぶんは　ないのですか。  写真;  池図;  地固;  親聞;  新分;  新聞;  与新;  
地図; 

この大きな　アメリカの　ちずを　見てくださ

い。  写真;  池図;  地固;  親聞;  新分;  新聞;  与新;  
地図; 

Правильный ответ:

東京で　しゃしんを　たくさん　とりました。 → 写真,

日本語の　しんぶんは　ないのですか。 → 新聞,

この大きな　アメリカの　ちずを　見てください。 → 地図
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Вопрос 66
Балл: 3

Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов.  Обратите
внимание, что в ряду есть лишние ответы.

山中さんは　３０さいで　しゃちょうに　なっ

た。  仕事;  仕員;  社事;  訳員;  仕長;  駅員;  社長; 

えきいんは　親切に　あいさつを　してくれた。
 仕事;  仕員;  社事;  訳員;  仕長;  駅員;  社長; 

あそぶよりは　まずしごと。
 仕事;  仕員;  社事;  訳員;  仕長;  駅員;  社長; 

Правильный ответ:

山中さんは　３０さいで　しゃちょうに　なった。 → 社長,

えきいんは　親切に　あいさつを　してくれた。 → 駅員,

あそぶよりは　まずしごと。 → 仕事

Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами. 
Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы.

そぼは　目が　見えなくなった。
 やすみ;  め;  ね;  もく;  たい;  あし;  からだ;  そく; 

妹は　体の　よわい　人だ。  やすみ;  め;  ね;  もく;  たい;  あし;  からだ;  そく; 

エレンさんは　足が　長い 。
 やすみ;  め;  ね;  もく;  たい;  あし;  からだ;  そく; 

Правильный ответ:

そぼは　目が　見えなくなった。 → め,

妹は　体の　よわい　人だ。 → からだ,
エレンさんは　足が　長い 。 → あし
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Вопрос 77
Балл: 4

Вопрос 88
Балл: 4

Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами.
Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы.

かれは　起きるのが　早い。
 つよい;  ながい;  おおきい;  ふるい;  はやい;  おおい;  ちか
い;  たかい;  づよい; 

いちばん　近い　図書館は　どこにあ

りますか 。
 つよい;  ながい;  おおきい;  ふるい;  はやい;  おおい;  ちか
い;  たかい;  づよい; 

六月には　雨が　多い。  つよい;  ながい;  おおきい;  ふるい;  はやい;  おおい;  ちか
い;  たかい;  づよい; 

風の　強い　日です。
 つよい;  ながい;  おおきい;  ふるい;  はやい;  おおい;  ちか
い;  たかい;  づよい; 

Правильный ответ:

かれは　起きるのが　早い。 → はやい,
いちばん　近い　図書館は　どこにありますか 。 → ちかい,
六月には　雨が　多い。 → おおい,

風の　強い　日です。 → つよい

Какое слово в ряду лишнее? 

にゅういん、びょういん、いしゃ、えきいん  

 えきいん;  にゅういん;  びょういん;  いしゃ; 

わたし、ぼく、おんな、あなた  

 おんな;  わたし;  あなた;  ぼく; 

ステーキ、テープ、サラダ、スープ

 テープ;  スープ;  ステーキ;  サラダ; 

はなみ、もみじ、みまい、つきみ  
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Вопрос 99
Балл: 4

 もみじ;  はなみ;  みまい;  つきみ; 

Верный ответ:
Какое слово в ряду лишнее? 
にゅういん、びょういん、いしゃ、えきいん  [えきいん]
わたし、ぼく、おんな、あなた  [おんな]

ステーキ、テープ、サラダ、スープ [テープ]
はなみ、もみじ、みまい、つきみ  [みまい]

Выберите необходимые по смыслу слова (из предложенного списка).

わたしたちは　そのこと  について

 あいさつ;  しょうかい;  かいさつ;  よやく;  じゅんび;  そうだん; 

します。

教室に　入って、先生に

 かいわ;  よやく;  あんない;  せつめい;  あいさつ;  はっぴょう; 

します。　

せいとは　先生の　話を　聞いて、　たくさん

 かいだん;  かんどう;  はっぴょう;  しつもん;  おねがい;  よやく; 

します。　

来週、「日本のきこう」という　テーマで

 はっぴょう;  じゅんび;  あんない;  あいさつ;  おねがい;  やくそく; 

します。　

Верный ответ:
Выберите необходимые по смыслу слова (из предложенного списка).
わたしたちは　そのこと  について [そうだん]します。
教室に　入って、先生に [あいさつ]します。　
せいとは　先生の　話を　聞いて、　たくさん [しつもん]します。　
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Вопрос 1010
Балл: 4

Вопрос 1111
Балл: 4

来週、「日本のきこう」という　テーマで [はっぴょう]します。　

Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 

まず　火を

 けして;  おとして;  だして;  かえして;  かして; 

ください。それから　あんぜんな　ところへ　行ってください。

きのうは、かれが

 かして;  もうして;  でして;  おろして;  おとして; 

くれた　本を　読んでしまった。

母は　お昼に　私が　食べたい　ものを　

 かえして;  おとして;  でして;  やくして;  だして; 

くれた。

ナイフを　使ったら、元の　ところに　

 おとして;  やくして;  かして;  だして;  かえして; 

ください。

Верный ответ:
Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 
まず　火を[けして]ください。それから　あんぜんな　ところへ　行ってください。
きのうは、かれが[かして]くれた　本を　読んでしまった。
母は　お昼に　私が　食べたい　ものを　[だして]くれた。
ナイフを　使ったら、元の　ところに　[かえして]ください。

Выберите необходимые по смыслу слова (из предложенного списка).

これまで　そんな　
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Вопрос 1212
Балл: 4

 おおい;  せまい;  あおい;  こわい;  はやい;  よわい;  ふとい; 

　話は　聞いたことがない。

かれは　

 おおい;  せまい;  あおい;  こわい;  はやい;  よわい;  ふとい; 

人を　あいして、たすけた。

こうえんで、高くて、

 おおい;  せまい;  あおい;  こわい;  はやい;  よわい;  ふとい; 

　木が　たくさん　あった。　

この車は　スピードが　いちばん　

 おおい;  せまい;  あおい;  こわい;  はやい;  よわい;  ふとい; 

車です。

Верный ответ:
Выберите необходимые по смыслу слова (из предложенного списка).
これまで　そんな　[こわい] 　話は　聞いたことがない。
かれは　[よわい] 人を　あいして、たすけた。
こうえんで、高くて、[ふとい] 　木が　たくさん　あった。　
この車は　スピードが　いちばん　[はやい] 車です。

Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из
предложенного списка).

А: 今度の　ミーティングは　いつに　

 そうしましょうか;  あきましょうか;  いいでしょうか;  しましょうか;  いかがでしょうか; 

。

В:

 いいですね;  いやですね;  そうですね;  どうでしょうか;  そうですか; 

。来週の　金曜日は　どうですか。　
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Вопрос 1313
Балл: 4

А:すみません。金曜日は　ちょっと　つごうが　わるいんです。

В:じゃ、木曜日は　どうですか。

А:木曜日は　午後から　家の　ようじが　あって・・・。すみません。

В:

 いかがでしょうか;  だいじょうぶですか;  いやですね;  いいですか;  そうですか; 

。午前中は

 あきましょうか;  そうしましょうか;  そうですか;  いやですか;  だいじょうぶですか; 

。

А:はい。

В:早い　ほうが　いいでしょうから、九時に　しましょうか。

А:はい、ありがとうございます。

Верный ответ:
Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из
предложенного списка).
А: 今度の　ミーティングは　いつに　[しましょうか] 。
В: [そうですね]。来週の　金曜日は　どうですか。　
А:すみません。金曜日は　ちょっと　つごうが　わるいんです。
В:じゃ、木曜日は　どうですか。
А:木曜日は　午後から　家の　ようじが　あって・・・。すみません。
В: [そうですか] 。午前中は[だいじょうぶですか] 。
А:はい。
В:早い　ほうが　いいでしょうから、九時に　しましょうか。
А:はい、ありがとうございます。

Подберите антонимы к словам из предложенного списка.

はたらく  ひく;  わらう;  あそぶ;  しまる; 

あく  ひく;  わらう;  あそぶ;  しまる; 

おす  ひく;  わらう;  あそぶ;  しまる; 

なく  ひく;  わらう;  あそぶ;  しまる; 
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Вопрос 1414
Балл: 4

Вопрос 1515
Балл: 3

Правильный ответ: はたらく → あそぶ,
あく → しまる,
おす → ひく,
なく → わらう

Соотнесите обиходные выражения с ситуацией их употребления.

「もしもし」  電話するとき;  おさけを　飲むとき;  人と　わかれるとき;  人に　何か　あげる
とき; 

「かんぱい」  電話するとき;  おさけを　飲むとき;  人と　わかれるとき;  人に　何か　あげる
とき; 

「どうぞ」  電話するとき;  おさけを　飲むとき;  人と　わかれるとき;  人に　何か　あげる
とき; 

「じゃ、ま

た」
 電話するとき;  おさけを　飲むとき;  人と　わかれるとき;  人に　何か　あげる
とき; 

Правильный ответ:
「もしもし」 → 電話するとき,
「かんぱい」 → おさけを　飲むとき,
「どうぞ」 → 人に　何か　あげるとき,
「じゃ、また」 → 人と　わかれるとき

Выберите нужные падежные показатели и частицы. Обратите внимание, что в
ряду есть лишние ответы.

わたしは　先生　

 で;  の;  に;  が;  と;  も; 

　新しい　じしょを　もらいました。

タクシー

 で;  の;  に;  が;  と;  も; 

　行ったら、間にあいますか。
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Вопрос 1616
Балл: 3

Вопрос 1717
Балл: 3

「そのシャツ、いいね。どこで　買った

 で;  の;  に;  が;  と;  も; 

？」

Верный ответ:
Выберите нужные падежные показатели и частицы. Обратите внимание, что в
ряду есть лишние ответы.
わたしは　先生　[に]　新しい　じしょを　もらいました。
タクシー[で]　行ったら、間にあいますか。
「そのシャツ、いいね。どこで　買った[の]？」

Заполните пропуски. Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы.

おなかが　すいている　ときは　何

 も;  でも;  か;  がも;  とか; 

おいしいです。

「今、うちに　犬が　５ひき　いるんです」「えっ、５ひき

 の;  しか;  も;  だけ;  でも; 

いるんですか。]

「いい　くつだね。ぼくも

 そんな;  そこ;  そう;  それ;  その; 

のが　ほしいなあ」

Верный ответ:
Заполните пропуски. Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы.
おなかが　すいている　ときは　何 [でも] おいしいです。
「今、うちに　犬が　５ひき　いるんです」「えっ、５ひき [も] いるんですか。]
「いい　くつだね。ぼくも [そんな] のが　ほしいなあ」

Выберите нужные вспомогательные глаголы. Обратите внимание, что в ряду есть
лишние ответы.
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Вопрос 1818
Балл: 3

「あの　むずかしい　本を　三日で　読んで

 あげた;  しまった;  みた;  おいた; 

のですか。すごいですね。」

来月　帰国するので、ひこうきの　チケットを　よやく

 していました;  しておきました;  してみました;  しようとしました; 

。

「すみません、そのコート、ちょっと　着て

 しまっても;  おいても;  みても;  あっても; 

　いいですか」

Верный ответ:
Выберите нужные вспомогательные глаголы. Обратите внимание, что в ряду есть
лишние ответы.
「あの　むずかしい　本を　三日で　読んで[しまった]のですか。すごいですね。」
来月　帰国するので、ひこうきの　チケットを　よやく[しておきました]。

「すみません、そのコート、ちょっと　着て[みても]　いいですか」

Выберите нужные конструкции. Обратите внимание, что в ряду есть лишние
ответы.

「

 うれしい;  うれし;  うれしだ;  うれしくて; 

そうですね。何か　いい　ことが　あったのですか」

あの店は　店員さんが　よく　ざっしを　読んでいる。ひま

 ことがある;  みたい;  だそうだ;  ようだ; 

。

「あのレストラン、いつも　こんでいますね」「ええ、友だちの　話によると、とても

 おいしいでしょう;  おいしいそうです;  おいしそうです;  おいしいようです; 

よ」

Верный ответ:
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Вопрос 1919
Балл: 3

Вопрос 2020
Балл: 3

Выберите нужные конструкции. Обратите внимание, что в ряду есть лишние
ответы.
「[うれし]そうですね。何か　いい　ことが　あったのですか」
あの店は　店員さんが　よく　ざっしを　読んでいる。ひま[みたい]。
「あのレストラン、いつも　こんでいますね」「ええ、友だちの　話によると、とても[おいしいそ
うです]よ」

Выберите нужные грамматические формы. Обратите внимание, что в ряду есть
лишние ответы.

「アイスクリームを　六つも　食べたんですか。

 食べり;  食べ;  食べた;  食べて; 

すぎですよ」

「今日は　さむいから、うわぎを　

 着た;  着たの;  着て;  着るの; 

ほうがいいですよ」

「この歌を　知っていますか」「ええ、前に　いちど　

 聞いた;  聞いて;  聞き;  聞く; 

　ことがあります」

Верный ответ:
Выберите нужные грамматические формы. Обратите внимание, что в ряду есть
лишние ответы.
「アイスクリームを　六つも　食べたんですか。 [食べ]すぎですよ」
「今日は　さむいから、うわぎを　[着た]ほうがいいですよ」
「この歌を　知っていますか」「ええ、前に　いちど　[聞いた]　ことがあります」

Выберите нужные грамматические конструкции. Обратите внимание, в ряду есть
лишние ответы.

「これは　二人だけの　ひみつですから、だれにも　
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Вопрос 2121
Балл: 2

 言ってはいけません;  言わなくてもいいです;  言ってください;  言わなければなりません; 

」

「お母さん、野菜を　ぜんぶ

 食べにくい;  食べなくてもいい;  食べないほうがいい;  食べてもいい; 

？」「だめ、ぜんぶ　食べて」

「ここに　ある　おかし、ぜんぶ

 もらってもいいですか;  もらわなくてもいいですか;  もらわなければなりませんか;  もらって
はいけませんか; 

」「いいえ、ぜんぶは　こまります」

Верный ответ:
Выберите нужные грамматические конструкции. Обратите внимание, в ряду есть
лишние ответы.
「これは　二人だけの　ひみつですから、だれにも　[言ってはいけません]」
「お母さん、野菜を　ぜんぶ[食べなくてもいい]？」「だめ、ぜんぶ　食べて」
「ここに　ある　おかし、ぜんぶ[もらってもいいですか]」「いいえ、ぜんぶは　こまります」

Определите, какие из предложений грамматически правильные (НЕ содержат
ошибку). Укажите ДВА верных ответа.

a.
しずかので、よく　ねられます。

b.
あついと、まどを　あけても　いいですよ。

c.
わたしの　アパートは　駅から　近くて、べんりだし、安いんです。

d.
この　きかいは　こわれやすいですから、気を　つけてください。

e.
この本は　とても　おもしろいと　聞いたので、私も　読んでしようと　思います。

Правильные ответы: わたしの　アパートは　駅から　近くて、べんりだし、安いんです。, こ
の　きかいは　こわれやすいですから、気を　つけてください。
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Вопрос 2222
Баллов: 1 из 6

Вопрос 2323
Балл: 5

 けさ、６時に　起きなければいけなかったが、起きたら、もう七時半だった。

いやな　日だった。

８時に　家を出て、駅まで　じてんしゃに　のっていた。

おくれたし、いそいで　じゅんびしたから、しゅくだいも　わすれた。

８時に　家を　出たが、クラスに　１０分も　おくれた。

そこから　電車に　乗って、　学校まで　３０分も　かかった。

Расположите данные ниже предложения по порядку так, чтобы получился
связный текст.

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. けさ、６時に　起きなければいけなかったが、起きたら、もう七時半だった。

2. ８時に　家を出て、駅まで　じてんしゃに　のっていた。
3. そこから　電車に　乗って、　学校まで　３０分も　かかった。
4. ８時に　家を　出たが、クラスに　１０分も　おくれた。
5. おくれたし、いそいで　じゅんびしたから、しゅくだいも　わすれた。
6. いやな　日だった。

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют
содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано.

おんせんが　大好き

ぼくは、おんせんに　行ってみたい　と思いました。

日本は、火山が　多い　国です。その　火山の　下、土の中で　25°C ぐらいの　お
ゆ

湯*が　できる
ことがあります。それが　おんせんです。北から　南まで　日本中に　あります。

おんせんには、体に　いい　せいぶん*が　入っているそうです。
むかしから、人々は　体を　あたためながら、つかれを　とったり、病気を　なおしたりしまし

た。これは、
しぜん

自然から　もらう　おくりものです。

去年、親が　日本に　来たとき、いっしょに　行きました。はじめは、 42°Cの　お
ゆ

湯の　あつさ

に　おどろきました。でも、ぼくたちは、がんばって　お
ゆ

湯の　中に　入りました。

ぼくは、それから　何
かい

回か　おんせんに　行きました。今では、おんせんが　大好きになりまし

た。おんせんに　入って、外の　山を　見るのは　気分が　いいです。　
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Вопрос 2424
Балл: 3

*お湯 – горячая вода
* せいぶん – элемент, ингредиент

おんせんに　入ると、元気になれます。
 Неверно;  В тексте не сказано;  
Верно; 

おんせんは　日本の　いろいろな　ところに　ありま

す。
 Неверно;  В тексте не сказано;  
Верно; 

この人は　一
かい

回　だけ　おんせんに　入りました。
 Неверно;  В тексте не сказано;  
Верно; 

この人の　りょうしんは　おんせんが　好きでした。  Неверно;  В тексте не сказано;  
Верно; 

この人は　病気に　なったから、おんせんに　入って

みました。
 Неверно;  В тексте не сказано;  
Верно; 

Правильный ответ:

おんせんに　入ると、元気になれます。 → Верно,
おんせんは　日本の　いろいろな　ところに　あります。 → Верно,

この人は　一
かい

回　だけ　おんせんに　入りました。 → Неверно,
この人の　りょうしんは　おんせんが　好きでした。 → В тексте не сказано,
この人は　病気に　なったから、おんせんに　入ってみました。 → Неверно

Прочитайте текст и укажите ТРИ неверных утверждения, НЕ соответствующих
содержанию текста.

インフルエンザ

ベン：ベン：ジョン、どうしたの？かおが　赤いよ。

ジョン：ジョン：あたま　と　のどが　少し　いたいんだ。

まり子：まり子：今、インフルエンザが　はやっている*から、気を　つけないといけないよ。
ジョン：ジョン：会社の　人が　二人、休んでる。インフルエンザみたい。

ベン：ベン：どうして　ねつが　あっても、日本語教室に　来たの？

ジョン：ジョン：ベンに　借りたCDを　かえそうと　思ったんだ。これ、かえすよ。ありがとう。
まり子：まり子：もう　家に　帰ったらどう？　家に　着いたら、すぐに　手を　あらって、うがい*を　
した方が　いいよ。

べん：べん：インフルエンザに　なったら、高い　ねつが　一週間ぐらい　つづいて、あたまが　とても

　いたくなる。　だいじょうぶ？
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Вопрос 2525
Балл: 2

．．．

ジョンは　家に　帰って、手を　あらって、うがい*を　しました。そして、明日は　病院へ　行
こうと　思って、ねました。明日は　会社を　休むでしょう。

a.
まり子は　ジョンに　病院に　行ったほうが　いいと　言った。

b.
インフルエンザの　人は、高い　ねつが　一週間ぐらい　つづきます。

c.
インフルエンザの　人は　体が　赤くなります。

d.
ジョンは　はたらきながら、日本語を　勉強しています。

e.
ジョンは　日本語教室へ　ベンに　CDを　かえしに　来ました。

f.
ジョンは　あたまが　いたいですが、ねつ　は　ありません。

Правильные ответы:

ジョンは　あたまが　いたいですが、ねつ　は　ありません。,

まり子は　ジョンに　病院に　行ったほうが　いいと　言った。,

インフルエンザの　人は　体が　赤くなります。

Ниже представлена карта. Определите, какие утверждения соответствуют
содержанию карты. Укажите ДВА верных ответа. 
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Вопрос 2626
Балл: 3

a.
まっすぐ　行って、２ばん目の　かどを　右へ　５０メトル　歩くと、銀行が　あります。

b.
こうえんへは　はしを　わたらなければいけません。

c.
学校は　図書館から　少し　右の方です。

d.
町に　ゆうびんきょくが　ありません。

e.
町の　南から　西へ　川が　ながれています。

Правильные ответы:

こうえんへは　はしを　わたらなければいけません。,

学校は　図書館から　少し　右の方です。
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Вопрос 2727
Балл: 3

Определите фильмы, режиссёром которых являлся Акира Куросава. Укажите ТРИ
правильных ответа.

a.
さんしろう

b.
７人の　さむらい

c.
しらかば

d.
とうきょう　ものがたり

e.
らん

f.
ゆきぐに

g.
らしょうもん

Правильные ответы:
らしょうもん,
らん,
７人の　さむらい

Укажите ВСЕ поэтические антологии. Отметьте ТРИ правильных ответа.

a.
つれづれぐさ

b.
まくらのそうし

c.
こきんしゅう
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Вопрос 2828
Балл: 4

d.
にほんりょういき

e.
えんぎしき

f.
しんこきんわかしゅう

g.
まんようしゅう

Правильные ответы:
こきんしゅう,
まんようしゅう,
しんこきんわかしゅう

Что из нижеследующего относится к традиционной японской одежде. Укажите
ЧЕТЫРЕ правильных ответа.

a.
ねつけ

b.
はかま

c.
かおり

d.
くし

e.
しめなわ

f.
ふりそで

g.
はおり
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Вопрос 2929
Балл: 2

Вопрос 3030
Балл: 4

h.
ちょんまげ

i.
おび

Правильные ответы:
はおり,
はかま,
ふりそで,
おび

Какие периоды в истории Японии приходятся на 19 век?  Укажите ДВА правильных
ответа.

a.
めいじじだい

b.
めいじいしんじだい

c.
とくがわじだい

d.
えどじだい

e.
たいしょうじだい

Правильные ответы: めいじじだい, えどじだい

Установите соответствие между достопримечательностями Токио на картинках и
их названиями.
Обратите внимание: в списках есть лишние ответы.
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 つきじ;  あさくさ;  したまち;  こうきょ;  おだいば;  し
ぶや;  てんのうじ; 

 つきじ;  あさくさ;  したまち;  こうきょ;  おだいば;  し
ぶや;  てんのうじ; 

 つきじ;  あさくさ;  したまち;  こうきょ;  おだいば;  し
ぶや;  てんのうじ; 

 つきじ;  あさくさ;  したまち;  こうきょ;  おだいば;  し
ぶや;  てんのうじ; 

Правильный ответ:

 → こうきょ,
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 → しぶや,

 → おだいば,

 → あさくさ
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