
Вопрос 11
Балл: 2

Вопрос 22
Балл: 2

Вопрос 33
Балл: 3

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова プレゼンテーショプレゼンテーショ

ンン согласно транскрипционной системе Поливанова.
Впишите ответ кириллицей в поле ответов. 

Ответ: 

Правильный ответ: пурэдзэнтэ:сён

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова さんばんめさんばんめ      согласно
транскрипционной системе Поливанова.
Впишите ответ кириллицей в поле ответов. 

Ответ: 

Правильный ответ: самбаммэ

Подберите верный иероглиф для записи подчеркнутого слова.

もりで　赤い　とりを　見ました。

Размер шрифта
A-
A
A+

Цвет сайта
R
A
A
A
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https://et.hse.ru
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/index.php?id=2312
https://et.hse.ru/badges/view.php?type=2&id=2312
https://et.hse.ru/theme/moove/certificates.php?id=2312
https://et.hse.ru/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=2312
https://et.hse.ru/grade/report/index.php?id=2312
https://et.hse.ru/my/
https://et.hse.ru/?redirect=0
https://et.hse.ru/calendar/view.php?view=month&course=2312
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/files.php
https://et.hse.ru/contentbank/index.php?contextid=815093
https://et.hse.ru/my/


Вопрос 44
Балл: 3

 鳥;  急;  馬;  悪;  島;  黒;  焦;  無;  魚;  息; 

 このいけに　きれいな　さかなが　います。

 鳥;  急;  馬;  悪;  島;  黒;  焦;  無;  魚;  息; 

 くろペンで　書いて　ください。

 鳥;  急;  馬;  悪;  島;  黒;  焦;  無;  魚;  息; 

Верный ответ:
Подберите верный иероглиф для записи подчеркнутого слова.
もりで　赤い　とりを　見ました。[鳥]
 このいけに　きれいな　さかなが　います。[魚]

 くろペンで　書いて　ください。[黒]

Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов.

さいふを　わすれた　から、友だちに　お金を　かりた。

 買;  集;  貸;  隼;  借;  昔;  準;  貧;  資;  措;  栗; 

１００円　かして　くれない？

 買;  集;  貸;  隼;  借;  昔;  準;  貧;  資;  措;  栗; 

高校の　時、外国の　お金を　あつめて　いました。

 買;  集;  貸;  隼;  借;  昔;  準;  貧;  資;  措;  栗; 

Верный ответ:
Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов.
さいふを　わすれた　から、友だちに　お金を　かりた。[借]
１００円　かして　くれない？ [貸]

高校の　時、外国の　お金を　あつめて　いました。[集]
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Вопрос 55
Балл: 3

Вопрос 66
Балл: 3

Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов.

よく　車を　うんてん　しますか。

 連転  ;  運動  ;  運転 ;  運軒;  連動; 

れきしの　しけんは　明日　９時　です。

 試駛;  試験 ;  詆駛　;  試駄;  詆験; 

日本語の　しゅくだいが　多いです。

 縮願;  縮題;  佰願;  宿願;  宿題; 

Верный ответ:
Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов.
よく　車を　うんてん　しますか。[運転 ]
れきしの　しけんは　明日　９時　です。[試験 ]

日本語の　しゅくだいが　多いです。[宿題]

Вставьте в пропуск иероглиф, чтобы получилось слово, подходящее по смыслу.

 たんじょうびに　[＿＿]親が　新しい　けいたい電話を　くれました。

 國;  両;  宙;  同;  図;  西;  区;  画;  由;  田; 

 道が　分からなかった　から、友だちに　地[＿＿] を　かいて　もらいました。

 國;  両;  宙;  同;  図;  西;  区;  画;  由;  田; 

 明日、映[＿＿] を　見に　行きませんか。

 國;  両;  宙;  同;  図;  西;  区;  画;  由;  田; 
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Вопрос 77
Балл: 4

Вопрос 88
Балл: 4

Верный ответ:
Вставьте в пропуск иероглиф, чтобы получилось слово, подходящее по смыслу.
 たんじょうびに　[＿＿]親が　新しい　けいたい電話を　くれました。[両]

 道が　分からなかった　から、友だちに　地[＿＿] を　かいて　もらいました。[図]

 明日、映[＿＿] を　見に　行きませんか。[画]

Как читается подчеркнутый иероглиф в слове? 

 ここに　住所を　書いてください。               Ответ:

 じゅ;  しゅ;  しゅう;  ちゅう;  じゅう;  ちょう;  ちゅ;  じ;  じょう;  し; 

 インターネットで　服を　注文しました。    Ответ:

 じゅ;  しゅ;  しゅう;  ちゅう;  じゅう;  ちょう;  ちゅ;  じ;  じょう;  し; 

 ご主人は、お元気ですか。                              Ответ:

 じゅ;  しゅ;  しゅう;  ちゅう;  じゅう;  ちょう;  ちゅ;  じ;  じょう;  し; 

 むすめは　家事を　手つだって　くれます。Ответ:

 じゅ;  しゅ;  しゅう;  ちゅう;  じゅう;  ちょう;  ちゅ;  じ;  じょう;  し; 

Верный ответ:
Как читается подчеркнутый иероглиф в слове? 
 ここに　住所を　書いてください。               Ответ: [じゅう]

 インターネットで　服を　注文しました。    Ответ: [ちゅう]

 ご主人は、お元気ですか。                              Ответ: [しゅ]

 むすめは　家事を　手つだって　くれます。Ответ: [じ]

Какое слово в ряду лишнее?

1. じゃがいも、なし、にんにく、にんじん                                       Ответ:

 にんじん;  にんにく;  じゃがいも;  なし; 

2. ゆび、うで、けが、くび　                                                            Ответ:
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Вопрос 99
Балл: 4

 くび;  ゆび;  けが;  うで; 

3. 電子レンジ、ドライヤー、れいぞうこ、すいはんき                   Ответ:

 れいぞうこ;  ドライヤー;  電子レンジ;  すいはんき; 

4.　すいぞくかん、びじゅつかん、はくぶつかん、けいさつかん Ответ:

 けいさつかん;  びじゅつかん;  はくぶつかん;  すいぞくかん; 

Верный ответ:
Какое слово в ряду лишнее?
1. じゃがいも、なし、にんにく、にんじん                                       Ответ: [なし]
2. ゆび、うで、けが、くび　                                                            Ответ: [けが]
3. 電子レンジ、ドライヤー、れいぞうこ、すいはんき                   Ответ: [ドライヤー]
4.　すいぞくかん、びじゅつかん、はくぶつかん、けいさつかん Ответ: [けいさつかん]

Выберите необходимые слова по смыслу.

山田さんは　駅までの　道を　

 まじめに;  じゆうに;  あんぜんに;  しんせんに;  しんせつに;  だいじに;  じゅうように; 

　教えて　くれました。

せんぱいに　かりた　本だ　から、

 まじめに;  じゆうに;  あんぜんに;  しんせんに;  しんせつに;  だいじに;  じゅうように; 

　使って　ください。

どんな　ことでも　いい　です　から、

 まじめに;  じゆうに;  あんぜんに;  しんせんに;  しんせつに;  だいじに;  じゅうように; 

　話して　ください。

 まじめに;  じゆうに;  あんぜんに;  しんせんに;  しんせつに;  だいじに;  じゅうように; 

　働いて　いる　のに、きゅうりょうは　上がらない。

Верный ответ:
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Вопрос 1010
Балл: 4

Выберите необходимые слова по смыслу.
山田さんは　駅までの　道を　[しんせつに]　教えて　くれました。
せんぱいに　かりた　本だ　から、[だいじに]　使って　ください。
どんな　ことでも　いい　です　から、[じゆうに]　話して　ください。
[まじめに]　働いて　いる　のに、きゅうりょうは　上がらない。

Выберите необходимые по смыслу слова.

さいきん、いくら　ピアノを　れんしゅう　しても　

 すべて;  はっきり;  だんだん;  たいてい;  なかなか;  そろそろ; 

　上手に　ならない。

みんな　来た　から　

 さっき;  きっと;  なかなか;  そろそろ;  たいてい;  すべて; 

 　始めましょうか。　

昼は　

 たいてい;  なかなか;  だんだん;  さっき;  はっきり;  すべて; 

 　外で　食べます。

週末　おおそうじ　して、いらない　ものは　

 たいてい;  そろそろ;  はっきり;  きっと;  すべて;  なかなか; 

  　すてました。

Верный ответ:
Выберите необходимые по смыслу слова.
さいきん、いくら　ピアノを　れんしゅう　しても　[なかなか]　上手に　ならない。

みんな　来た　から　[そろそろ] 　始めましょうか。　

昼は　[たいてい] 　外で　食べます。
週末　おおそうじ　して、いらない　ものは　[すべて]  　すてました。
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Вопрос 1111
Балл: 4

Вопрос 1212
Балл: 4

Выберите необходимые по смыслу слова.

この歌手の　名前を　

 うって  ;  さそって;  しって;  かよって;  きって  ;  ならって;   おくって; 

   　いますか。

毎月、親に　お金を　

 うって  ;  さそって;  しって;  かよって;  きって  ;  ならって;   おくって; 

   　もらいます。

 この店では　高い　服を　

 うって  ;  さそって;  しって;  かよって;  きって  ;  ならって;   おくって; 

   　います。

 トマトを　こまかく　

 うって  ;  さそって;  しって;  かよって;  きって  ;  ならって;   おくって; 

   　ください。

Верный ответ:
Выберите необходимые по смыслу слова.
この歌手の　名前を　[しって]   　いますか。
毎月、親に　お金を　[ おくって]   　もらいます。
 この店では　高い　服を　[うって ]   　います。

 トマトを　こまかく　[きって ]   　ください。

Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу.

 木や くさや 花が 病気を なおすと 言ったら、おどろく　でしょう。ガンに なって もう 病気は なおらないと 医

者に 言われた 人が もりに ひっこして 毎日 何時間も 木の そばで すごす

 しゅうり;  かんけい;  けいけん;  りゆう;  せいかい;  けんか;  せいかつ; 

　を 始めたら、いつのまにか ガンが なおって いたという ことも ある　そうです。病気が なおった ほんとう
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Вопрос 1313
Балл: 4

の

 しゅうり;  かんけい;  けいけん;  りゆう;  せいかい;  けんか;  せいかつ; 

　は 分からないのですが、花を 見た　だけで あるいは 花の いい においで 気持ちが よく なる ことは だれでも

 しゅうり;  かんけい;  けいけん;  りゆう;  せいかい;  けんか;  せいかつ; 

した ことが あるでしょう。

わらうと 病気が よく なったり、いやな ことが つづくと 病気に なったりします。病気と 心の 間に ふかい

 しゅうり;  かんけい;  けいけん;  りゆう;  せいかい;  けんか;  せいかつ; 

が ある ことが 分かって きました。

Верный ответ:
Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу.
 木や くさや 花が 病気を なおすと 言ったら、おどろく　でしょう。ガンに なって もう 病気は なおらないと 医
者に 言われた 人が もりに ひっこして 毎日 何時間も 木の そばで すごす [せいかつ]　を 始めたら、いつのまに
か ガンが なおって いたという ことも ある　そうです。病気が なおった ほんとうの [りゆう]　は 分からない
のですが、花を 見た　だけで あるいは 花の いい においで 気持ちが よく なる ことは だれでも [けいけん] した
ことが あるでしょう。

わらうと 病気が よく なったり、いやな ことが つづくと 病気に なったりします。病気と 心の 間に ふかい [か
んけい] が ある ことが 分かって きました。

Подберите антонимы к словам из предложенного списка.

ふとる  おす;  よごす;  おこす;  あく;  こわす;  へる;  やせる; 

こむ  おす;  よごす;  おこす;  あく;  こわす;  へる;  やせる; 

なおす  おす;  よごす;  おこす;  あく;  こわす;  へる;  やせる; 

ひく  おす;  よごす;  おこす;  あく;  こわす;  へる;  やせる; 

Правильный ответ:
ふとる → やせる,
こむ → あく,
なおす → こわす,
ひく → おす
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Вопрос 1414
Балл: 4

Вопрос 1515
Балл: 3

Соотнесите обиходные выражения с ситуацией их употребления.

お先にし

つれいし

ます。

 じこしょうかい　する　時;  店などで　よびかける　時;  おきゃくさんが　店に　
入った　時;  けっこんを　いわう　時;  じゅんばんを　ゆずる　時;  会社で　どう
りょうより　早く　帰る　時;  新年に　会った　時; 

すみませ

ん。

 じこしょうかい　する　時;  店などで　よびかける　時;  おきゃくさんが　店に　
入った　時;  けっこんを　いわう　時;  じゅんばんを　ゆずる　時;  会社で　どう
りょうより　早く　帰る　時;  新年に　会った　時; 

はじめま

して。

 じこしょうかい　する　時;  店などで　よびかける　時;  おきゃくさんが　店に　
入った　時;  けっこんを　いわう　時;  じゅんばんを　ゆずる　時;  会社で　どう
りょうより　早く　帰る　時;  新年に　会った　時; 

あけまし

ておめで

とう。

 じこしょうかい　する　時;  店などで　よびかける　時;  おきゃくさんが　店に　
入った　時;  けっこんを　いわう　時;  じゅんばんを　ゆずる　時;  会社で　どう
りょうより　早く　帰る　時;  新年に　会った　時; 

Правильный ответ:
お先にしつれいします。 → 会社で　どうりょうより　早く　帰る　時, すみません。 → 店などで
　よびかける　時, はじめまして。 → じこしょうかい　する　時,
あけましておめでとう。 → 新年に　会った　時

Выберите нужные союзы или формы глагола.

雨が　

 やむ間;  やむ後;  やむまで;  やむ時;  やむと; 

　カフェで　コーヒーを　飲みましょうか。

 

 出かけている間に;  出かけているでも;  出かけているなら;  出かけているまで;  出かけていると; 

　、どうりょうから　電話が　ありました。

部屋は　さむかった　が、ヒーターを  

 つけたと;  つけたのに;  つければ;  つけたら;  つけても; 

　すぐに　あたたかく　なった。
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Вопрос 1616
Балл: 3

Вопрос 1717
Балл: 3

Верный ответ:
Выберите нужные союзы или формы глагола.
雨が　[やむまで]　カフェで　コーヒーを　飲みましょうか。
 [出かけている間に]　、どうりょうから　電話が　ありました。

部屋は　さむかった　が、ヒーターを  [つけたら]　すぐに　あたたかく　なった。

Выберите нужные концовки.

このざっしによると、この店の　ケーキは　

 おいしいかもしれません;  おいしいでしょう;  おいしそうです;  おいしいはずです;  おいしいそ
うです; 

　。 

 石川さんは　大きい　家に　住んで　います　から、

 お金持ちのはずです;  お金持ちようです;  お金持ちだそうです;  お金持ちそうです;  お金持ちはずです; 

　。

A:このノート、だれの　でしょうか。B: ケイさんの　

 ノートみたいです;  ノートそうです;  ノートようです;  ノートだそうです;  ノートはずです; 

　。ここに　Kと　書いて　あります。

Верный ответ:
Выберите нужные концовки.
このざっしによると、この店の　ケーキは　 [おいしいそうです]　。 

 石川さんは　大きい　家に　住んで　います　から、[お金持ちのはずです]　。

A:このノート、だれの　でしょうか。B: ケイさんの　[ノートみたいです]　。ここに　Kと　書いて　ありま
す。

Выберите нужные падежные показатели.

私は　親　  
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Вопрос 1818
Балл: 3

 で;  を;  と;  が;  から;  に; 

　　おこらないで　ほしいです。

大雨　  

 で;  を;  と;  が;  から;  に; 

　　電車が　おくれた。　　

この水は　レモンの　味　  

 と;  や;  が;  で;  を;  に; 

　　します。　　

Верный ответ:
Выберите нужные падежные показатели.
私は　親　  [に]　　おこらないで　ほしいです。
大雨　  [で]　　電車が　おくれた。　　
この水は　レモンの　味　  [が]　　します。　　

Выберите нужную форму глагола.

 子どもの　時、ブロッコリーが　きらい　だった　のに、母に　

 食べされました;  食べせられました;  食べさせました;  食べられました;  食べさせられました; 

　。

このあいだ、「かわいい」と「こわい」を まちがえて、クラスメートに

 わらわされました;  わらわせられました;  わらわれました;  わらわられました;  わらわせました; 

　。

お兄さんは　料理は　ぜんぜん　しませんが、私に　

 作られます;  作らせられます;  作らさせます;  作らせます;  作らされます; 

　。
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Вопрос 1919
Балл: 3

Вопрос 2020
Балл: 3

Верный ответ:
Выберите нужную форму глагола.
 子どもの　時、ブロッコリーが　きらい　だった　のに、母に　[食べさせられました]　。

このあいだ、「かわいい」と「こわい」を まちがえて、クラスメートに [わらわれました]　。

お兄さんは　料理は　ぜんぜん　しませんが、私に　[作らせます]　。

Выберите нужный вспомогательный глагол.

明日　友だちが　あそびに　来るので、今日、部屋を　そうじ　して　

 おきました;  ありました;  あげました;  みました;  くれました; 

　。

くらいですね。電気が 　

 けしています;  きえています;  きえてしまいます;  けしておきます;  きえてあります; 

　。つけて　ください。

A: れいぞうこの　ぎゅうにゅうが　ないんだけど・・・　B: ごめん。飲んで　

 もらった;  しまった;  くれた;  みた;  おいた; 

　。

Верный ответ:
Выберите нужный вспомогательный глагол.
明日　友だちが　あそびに　来るので、今日、部屋を　そうじ　して　[おきました]　。
くらいですね。電気が 　[きえています]　。つけて　ください。
A: れいぞうこの　ぎゅうにゅうが　ないんだけど・・・　B: ごめん。飲んで　[しまった]　。

Выберите нужные вежливые (почтительные и скромные) глаголы или формы.
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Вопрос 2121
Балл: 2

この手紙は　先生に　

 なおしてさしあげました;  おなおしになりました;  なおしていただきました;  なおしてくださいました;  お

なおしにいたしました; 

 。

先生は「だいじょうぶです。」と　

 いらっしゃいました;  いたしました;  なさいました;  おっしゃいました;  もうしました; 

。

部長：タクシーに　乗りたいんだけど、よんで　くれない？   部下：はい、

 およびなります;  およびなさいます;  およびになります;  およびにします;  およびします; 

 。

Верный ответ:
Выберите нужные вежливые (почтительные и скромные) глаголы или формы.
この手紙は　先生に　[なおしていただきました] 。

先生は「だいじょうぶです。」と　[おっしゃいました] 。
部長：タクシーに　乗りたいんだけど、よんで　くれない？   部下：はい、[およびします] 。

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

a.
A:「明日は　ふじさんに　のぼるんです。」B:「そうですか。はれる　ほうが　いいですね。」

b.
しょうがくきんが　もらえる　ことに　なって、うれしいです。

c.
このアパートは　せまいすぎて、来年　ひっこしを　しようと　思って　います。

d.

Японский язык 11 класс День 1

2022 Высшая проба - отборочный этап



Вопрос 2222
Баллов: 0 из 6

Вопрос 2323
Балл: 5

日本では　家に　入る　とき、くつを　ぬがなくてはいけません。

e.
私は　先生が　もっと　ほめて　ほしいです。

Правильные ответы:
日本では　家に　入る　とき、くつを　ぬがなくてはいけません。,
しょうがくきんが　もらえる　ことに　なって、うれしいです。

本当？　ぞうさんに　乗る　ことが　できるの？

今度、ぞうさんに　乗れる　動物園に　つれて　行って　あげるよ。

へー、早く　行きたい！いつ　行く？今度の　日曜日は？

わーい、楽しみだなあ。早く　日曜日が　来ないかなあ。

そうだよ。ぞうさんの　ショーも　やって　いて、ぞうさんが　サッカーしたり、ダンス

したり　する　んだよ。

午後からなら　行けるかな。えーっと、三時半の　ショーを　見る　ことが　できるね。

Расположите данные ниже реплики по порядку так, чтобы получился связный
диалог.
父親と　子どもが　話して　います。

Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. 今度、ぞうさんに　乗れる　動物園に　つれて　行って　あげるよ。

2. 本当？　ぞうさんに　乗る　ことが　できるの？
3. そうだよ。ぞうさんの　ショーも　やって　いて、ぞうさんが　サッカーしたり、ダンスし
たり　する　んだよ。

4. へー、早く　行きたい！いつ　行く？今度の　日曜日は？
5. 午後からなら　行けるかな。えーっと、三時半の　ショーを　見る　ことが　できるね。
6. わーい、楽しみだなあ。早く　日曜日が　来ないかなあ。

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

  働く時間働く時間

日本では　一週間に　働く　時間が　４０時間だ。しかし、４０時間しか　働いて　いない　人は

　ほんとうに　少ない。日本では　ざんぎょうが　多いのだ。また、ざんぎょう代 が　なければ
　せいかつが　できないと　言う　人が　多い。もっと　問題なのは　お金を　もらわない　ざん

ぎょうや　時間が　長すぎる　ざんぎょうだ。働きすぎて、体を　こわした人の　時間を　しらべ

て　みたら、おもてに　出ない　長い　ざんぎょう時間が　あったと　いう　ことも　ある。病気

に　なる　だけでなく、死んで　しまう　ことも　ある。

まず　ざんぎょうの　問題から　何とか　しなければならない。働く　人には　ざんぎょうしなく

ても　せいかつ　できる　十分な　お金を　はらえばいいし、もし　ざんぎょうしたら、その分の

　お金も　かならず　はらわなければならない。このような　問題が　なくなって　ほんとうに　

ゆっくり　せいかつ　できる　ように　なる　日が　早く　来ればいいのだが。

1. ざんぎょうしなければ　せいかつが　できないと　いう人が　います。

 Верно;  Неверно;  В тексте не сказано; 

2. ざんぎょうしたら、かならず　お金を　はらって　もらいます。         

 Верно;  Неверно;  В тексте не сказано; 

3. 日本では、４０時間以上　働いて　いる　人は　少ないです。             

 Верно;  Неверно;  В тексте не сказано; 

4. 人は　働きすぎて、病気に　なる　ことも　ある。                                 

 Верно;  Неверно;  В тексте не сказано; 

5. しょうらい、ざんぎょうの　問題が　なくなります。                             

 Верно;  Неверно;  В тексте не сказано; 

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

  働く時間働く時間

日本では　一週間に　働く　時間が　４０時間だ。しかし、４０時間しか　働いて　いない　人は

　ほんとうに　少ない。日本では　ざんぎょうが　多いのだ。また、ざんぎょう代 が　なければ
　せいかつが　できないと　言う　人が　多い。もっと　問題なのは　お金を　もらわない　ざん

ぎょうや　時間が　長すぎる　ざんぎょうだ。働きすぎて、体を　こわした人の　時間を　しらべ

て　みたら、おもてに　出ない　長い　ざんぎょう時間が　あったと　いう　ことも　ある。病気

に　なる　だけでなく、死んで　しまう　ことも　ある。

まず　ざんぎょうの　問題から　何とか　しなければならない。働く　人には　ざんぎょうしなく
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Вопрос 2424
Балл: 3

ても　せいかつ　できる　十分な　お金を　はらえばいいし、もし　ざんぎょうしたら、その分の

　お金も　かならず　はらわなければならない。このような　問題が　なくなって　ほんとうに　

ゆっくり　せいかつ　できる　ように　なる　日が　早く　来ればいいのだが。

1. ざんぎょうしなければ　せいかつが　できないと　いう人が　います。[Верно]
2. ざんぎょうしたら、かならず　お金を　はらって　もらいます。          [Неверно]
3. 日本では、４０時間以上　働いて　いる　人は　少ないです。              [Неверно]
4. 人は　働きすぎて、病気に　なる　ことも　ある。                                 [Верно]
5. しょうらい、ざんぎょうの　問題が　なくなります。                             [В тексте не
сказано]

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют
содержанию текста. Отметьте ТРИ верных ответа.

ロボットロボット

世界で　いちばん　ロボットを　使って　いる国は　日本だ。日本では　ロボットの　研究も　さ

かんだ。ほとんどの　ロボットは　工場で　働いて　いる。自動車などを　作ったり　物を　入れ

たり　つつんだり　いろいろな　ことを　して　いる。けれども　　これが　ロボットと　言われ

ても　きかいにしか　見えない。人の　かたちを　して　いない　からだ。私たちが　考える　ロ

ボットは、まんがの　中で　見られる　ように、人の　かたちを　して　いる　ものだ。

立って　歩ける　ロボットが　生まれたのは　１９９６年だ。今では　ぎじゅつが　すすんだ　の

で、うけつけで　あんないする　ことが　できる　ロボットも　ある。場所を　聞くと、行き方を

　正しく　答えて　くれる。へんな　質問を　しても、それに　合わせた　答えが　かえって　く

る。だんだん　ロボットが　人間に　近く　なって　いる。

せいかつ　する　中で　使われる　ロボットも　ある。何か　する　のを　手つだって　くれる。

しょうらい、工場でも　家の　中でも、ロボットが　何でも　して　くれる　ように　なって、人

は　働かなくても　すむ　かもしれない。

a.
人間の　かたちを　した　ロボットは　まだ　まんがの　中で　見られる　だけだ。

b.
立って　歩ける　ロボットは　９０年代に　作られた。

c.
あんないロボットは　場所　以外の　ことを　聞いても、答えて　くれる。

d.
工場で　自動車などを　作ったり　して　いる　きかいも　ロボットだ 。
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Вопрос 2525
Балл: 2

e.
あんないロボットは　行きたい　場所まで　あんない　して　くれる。

Правильные ответы:

立って　歩ける　ロボットは　９０年代に　作られた。,
工場で　自動車などを　作ったり　して　いる　きかいも　ロボットだ 。,
あんないロボットは　場所　以外の　ことを　聞いても、答えて　くれる。

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют
содержанию текста. Отметьте ДВА верных ответа.

a.
プールに　入る前に、水着以外の　服を　ぬがなければなりません。

b.
シャワーを　あびてから、プールに　入らなければいけません。

c.
月曜日は、プールを　１６時まで　使えます。

d.
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Вопрос 2626
Балл: 2

Вопрос 2727
Балл: 3

週末の　午前中は　プールに　入ってはいけません。

e.
ぼうしは　かぶらなくても　かまいません。

Правильные ответы:
プールに　入る前に、水着以外の　服を　ぬがなければなりません。,
シャワーを　あびてから、プールに　入らなければいけません。

В какие периоды в Токио проходили Олимпийские игры? Укажите ДВА верных
ответа.

a.
たいしょう時代

b.
へいせい時代

c.
れいわ時代

d.
めいじ時代

e.
えど時代

f.
しょうわ時代

Правильные ответы:
しょうわ時代,
れいわ時代
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Вопрос 2828
Балл: 3

Укажите все традиционные боевые искусства Японии. Укажите ТРИ верных ответа.

a.
しょどう

b.
かどう

c.
たいけんどう

d.
きゅうどう

e.
あいきどう

f.
さどう

g.
けんどう

Правильные ответы:
きゅうどう,
あいきどう,
けんどう

Укажите все традиции и атрибуты Нового года в Японии. Отметьте ТРИ верных
ответа.

a.
あわおどり

b.
まめまき
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Вопрос 2929
Балл: 4

c.
こいのぼり

d.
おせちりょうり

e.
かどまつ

f.
はなびたいかい

g.
はつもうで

Правильные ответы: おせちりょうり,
かどまつ,
はつもうで

Какие префектуры находят в регионе Кюсю. Отметьте ЧЕТЫРЕ правильных ответа.
 

a.
あきたけん

b.
にいがたけん

c.
みやぎけん

d.
くまもとけん

e.
みやざきけん

f.
ひろしまけん
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Вопрос 3030
Балл: 4

g.
ながのけん

h.
ながさきけん

i.
ふくおかけん

Правильные ответы: ふくおかけん, くまもとけん, ながさきけん, みやざきけん

Соотнесите картинки и названия достопримечательностей Японии.

 あかもん;  りょうあんじ;  まつもとじょう;  きよみずでら;  ならのだいぶつ;  
おおさかじょう;  かまくらだいぶつ;  かみなりもん;  いつくしまじんじゃ; 

 あかもん;  りょうあんじ;  まつもとじょう;  きよみずでら;  ならのだいぶつ;  
おおさかじょう;  かまくらだいぶつ;  かみなりもん;  いつくしまじんじゃ; 

 あかもん;  りょうあんじ;  まつもとじょう;  きよみずでら;  ならのだいぶつ;  
おおさかじょう;  かまくらだいぶつ;  かみなりもん;  いつくしまじんじゃ; 

 あかもん;  りょうあんじ;  まつもとじょう;  きよみずでら;  ならのだいぶつ;  
おおさかじょう;  かまくらだいぶつ;  かみなりもん;  いつくしまじんじゃ; 

Правильный ответ:

 → かみなりもん,
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 → かまくらだいぶつ,

 → まつもとじょう,

 → りょうあんじ
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