
Вопрос 11
Балл: 2

Вопрос 22
Балл: 2

Вопрос 33
Балл: 3

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова はんぶんはんぶん согласно
транскрипционной системе Поливанова. Впишите ответ кириллицей в поле
ответов. Не используйте заглавные буквы.

Ответ: 

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова チョコレートチョコレート  согласно
транскрипционной системе Поливанова.
Впишите ответ кириллицей в поле ответов. 

Ответ: 

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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https://et.hse.ru
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/index.php?id=2310
https://et.hse.ru/badges/view.php?type=2&id=2310
https://et.hse.ru/theme/moove/certificates.php?id=2310
https://et.hse.ru/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=2310
https://et.hse.ru/grade/report/index.php?id=2310
https://et.hse.ru/my/
https://et.hse.ru/?redirect=0
https://et.hse.ru/calendar/view.php?view=month&course=2310
javascript:void(0);
https://et.hse.ru/user/files.php
https://et.hse.ru/contentbank/index.php?contextid=815087
https://et.hse.ru/my/


Вопрос 44
Балл: 3

毎日、学校まで　バスで　いきます。  米;  来;  未;  聿;  行;  事;  書;  筆;  仃; 

田中さんは　何時に　きますか。  米;  来;  未;  聿;  行;  事;  書;  筆;  仃; 

毎月、母に　てがみを　かきます。  米;  来;  未;  聿;  行;  事;  書;  筆;  仃; 

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

A：田中さんの　へやは　でんきが　つい
ていません。

　B：たぶん、まだ　かえっていません

 雨気;  天木;  電気;  夫気;  元気;  天気;  電木;  兀
気;  元木;  兀木; 

A：きょうは　いいてんきですね

　B：そうですね。はれていますね。　

 雨気;  天木;  電気;  夫気;  元気;  天気;  電木;  兀
気;  元木;  兀木; 

おひさしぶりです。おげんきでしたか。  雨気;  天木;  電気;  夫気;  元気;  天気;  電木;  兀
気;  元木;  兀木; 
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Вопрос 55
Балл: 3

Вопрос 66
Балл: 3

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

北の国は　いつも　さむいです。  にし;  ひだり;  とう;  ほく;  きた;  みなみ;  ひがし;  せ
い;  みぎ;  さい; 

しんじゅくえきの　西口で　会いま

しょう。
 にし;  ひだり;  とう;  ほく;  きた;  みなみ;  ひがし;  せ
い;  みぎ;  さい; 

日本は　中国の　東に　あります。  にし;  ひだり;  とう;  ほく;  きた;  みなみ;  ひがし;  せ
い;  みぎ;  さい; 

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

А: このクラスに　男の子
は　何人いますか。

B: 4人います。
 なにほん;  なににん;  なんひと;  なにじん;  なんぼん;  なんびと;  
なんじん;  なんほん;  なんにん;  なにひと; 

А: ペンを　何本　もって
いますか。

B: 三本　もっています。
 なにほん;  なににん;  なんひと;  なにじん;  なんぼん;  なんびと;  
なんじん;  なんほん;  なんにん;  なにひと; 

А: あなたは　何人です
か。

B: ロシア人です。
 なにほん;  なににん;  なんひと;  なにじん;  なんぼん;  なんびと;  
なんじん;  なんほん;  なんにん;  なにひと; 
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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.

今週の　金曜日と　土曜

日は　休みです。
 きようび;  にちようび;  かようび;  すいようび;  もくようび;  ひよ
うび;  がつようび　;  げつようび;  どようび;  きんようび; 

木曜日までに　しゅくだ

いを　だしてください。
 きようび;  にちようび;  かようび;  すいようび;  もくようび;  ひよ
うび;  がつようび　;  げつようび;  どようび;  きんようび; 

月曜日は　いつも　つら

いです。
 きようび;  にちようび;  かようび;  すいようび;  もくようび;  ひよ
うび;  がつようび　;  げつようび;  どようび;  きんようび; 

火曜日は、クラスが　午

前中しか　ありません。
 きようび;  にちようび;  かようび;  すいようび;  もくようび;  ひよ
うび;  がつようび　;  げつようび;  どようび;  きんようび; 
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Какое слово в ряду лишнее? Выберите по смыслу.

スカート、シャワー、ジーンズ、シャツ　                   Ответ:

 スカート;  シャワー;  ジーンズ;  シャツ; 

ひこうき、タクシー、パソコン、じてんしゃ　            Ответ:

 ひこうき;  タクシー;  パソコン;  じてんしゃ; 

いしゃ、ともだち、かいしゃいん、ジャーナリスト　Ответ:

 いしゃ;  ともだち;  かいしゃいん;  ジャーナリスト; 

えいがかん、デパート、かいもの、おてら　               Ответ:

 えいがかん;  デパート;  かいもの;  おてら; 



Вопрос 99
Балл: 4

Выберите необходимые слова по смыслу из предложенного списка.

このみかんを　四

 にん;  だい;  はい;  かい;  ほん;  さつ;  こ;  まい; 

　 ください。
黒木さんは　ネクタイを　五

 にん;  だい;  はい;  かい;  ほん;  さつ;  こ;  まい; 

　もっています。

ゆうびんきょくで　きってを　十

 にん;  だい;  はい;  かい;  ほん;  さつ;  こ;  まい; 

　買いました。

トイレは　二

 にん;  だい;  はい;  かい;  ほん;  さつ;  こ;  まい; 

　にあります。
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Вопрос 1010
Балл: 4

Выберите необходимые слова по смыслу из предложенного списка.

今日は　新しい　くつを　

 はいました;  かぶりました;  かかりました;  はきました;  きりました;  ぬぎました;  かけまし
た;  きました; 

。

こくばんが　見えませんから、めがねを　

 はいました;  かぶりました;  かかりました;  はきました;  きりました;  ぬぎました;  かけまし
た;  きました; 

。

きのう買った　セーターを　

 はいました;  かぶりました;  かかりました;  はきました;  きりました;  ぬぎました;  かけまし
た;  きました; 

。

さむいですから、ぼうしを

 はいました;  かぶりました;  かかりました;  はきました;  きりました;  ぬぎました;  かけまし
た;  きました; 

。



Вопрос 1111
Балл: 4

Вопрос 1212
Балл: 4

Выберите необходимые слова по смыслу из предложенного списка.

この　えいがは　

 たくさん;  まだ;  もう; 

　見て　いません。

今年の　冬は　ゆきが　

 あまり;  とても;  よく; 

　ふりませんでした。

ジョンさんは　

 ぜんぜん;  あまり;  よく; 

　学校に　おくれます。

А:「ひるごはんを

 あまり;  いっしょに;  まだ; 

　食べませんか」В:「いいですね。どこに　行きますか」

Прочитайте текст и вставьте в пропуски подходящие по смыслу слова.
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Вопрос 1313
Балл: 4

今、きょうとに　すんでいます。きょうとは　古い　まちです。古い　

 スーパー;  まち;  デパート;  ホテル;  おてら;  レストラン;  きっさてん;  たてもの; 

や　たてものが　たくさん　あります。わたしは　古い　まちが　大好きです。だから　きょうと

が　大好きです。わたしは　毎週　日よう日に、

 たてもの;  まち;  きっさてん;  ホテル;  デパート;  レストラン;  スーパー; 

を　さんぽします。いつも２時間くらい　さんぽします。さんぽの　あと、よく　スターバックス

に　行きます。スターバックスは　新しい　

 スーパー;  まち;  デパート;  ホテル;  おてら;  レストラン;  きっさてん;  たてもの; 

ですが、

 スーパー;  まち;  デパート;  ホテル;  おてら;  レストラン;  きっさてん;  たてもの; 

は　古いです。みせの　人は　やさしくて、みせの　中は　きれいです。わたしは　スターバック

スに　すみたいです。

Подберите антонимы к словам из предложенного списка.

きたない  つまらない;  へた;  うれしい;  きれい;  おもしろい;  きらい; 

かなしい  つまらない;  へた;  うれしい;  きれい;  おもしろい;  きらい; 

すき  つまらない;  へた;  うれしい;  きれい;  おもしろい;  きらい; 

たのしい  つまらない;  へた;  うれしい;  きれい;  おもしろい;  きらい; 
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Вопрос 1414
Балл: 4

Подберите реплику, походящую к ситуации, изображенной на рисунке.

 さようなら。;  ごちそうさまでした。 ;  いただきます。;  すみません。;  
しつれいします。;  いってきます。; 

 さようなら。;  ごちそうさまでした。 ;  いただきます。;  すみません。;  
しつれいします。;  いってきます。; 

 さようなら。;  ごちそうさまでした。 ;  いただきます。;  すみません。;  
しつれいします。;  いってきます。; 

 さようなら。;  ごちそうさまでした。 ;  いただきます。;  すみません。;  
しつれいします。;  いってきます。; 
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Вопрос 1616
Балл: 3

 の;  が;  へ;  で;  を;  に;  まで; 

　なりたいです。

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

 

1. 母は　りょうり 

 も;  か;  は;  を;  が;  ほど;  より; 

　上手です。

 

2. ぜんぶ　食べました。もう　何

 も;  か;  は;  を;  が;  ほど;  より; 

　ありません。

 

3. 日本では　だいたい　男 

 も;  か;  は;  を;  が;  ほど;  より; 

　女のほうが　ながく　生きます。

2022 Высшая проба - отборочный этап

Вопрос 1515
Балл: 3

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

スーパーは　よる十時

 の;  が;  へ;  で;  を;  に;  まで; 

　です。

この学校

 の;  が;  へ;  で;  を;  に;  まで; 

、トムさんが　いちばん　せが　高いです

わたしは　いしゃ



Вопрос 1717
Балл: 3

Вопрос 1818
Балл: 3

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

 

1. きのう　かのじょの　プレゼントを　買った

 でも;  まで;  が;  と;  より;  から;  だけ; 

、もう　お金は　ありません。

2.さかなは　好きです

 でも;  まで;  が;  と;  より;  から;  だけ; 

、今日は　あまり　食べたくないです。

3. 母は　えいご

 でも;  まで;  が;  と;  より;  から;  だけ; 

　中国語を　話すことが　できます。
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Вопрос 1919
Балл: 3

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

 

1. しゅうまつ、パーティーを　しますから、ぜひ　来

 てください;  てもいいです;  たいです;  てはいけません;  たくないです; 

。

2. 日本では　２０さいまで　タバコをすっ

 てください;  てもいいです;  たいです;  てはいけません;  たくないです; 

。

3. へやが　すこし　くらいですから、電気を　つけ

 てください;  てもいいです;  たいです;  てはいけません;  たくないです; 

　か。

Выберите нужные конструкции. 

1. A：しょうらい、何が　したいですか。

   B：いしゃに　なる

 でしょう;  と言っていました;  つもりです; 

。

2. この　レストランでは　クレジットカードで　はらう

 と言っていました;  ことができます;  でしょう; 

。
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Вопрос 2020
Балл: 3

Вопрос 2121
Балл: 2

3. 田中さんから　電話が　ありましたよ。30分　おくれる

 つもりです;  と言っていました;  思います; 

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

 1. 今日は　どこへも　行き

 たくないです;  ませんか;  ました;  たいです;  ています;  ます;  ていません; 

。

2. 子どもの　とき、よく　うみで　いもうとと　およぎ

 たくないです;  ませんか;  ました;  たいです;  ています;  ます;  ていません; 

。 

3. コンサートの　チケットを　もらったんですが、いっしょに　見

 たくないです;  ませんか;  ました;  たいです;  ています;  ます;  ていません; 

。
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Вопрос 2222
Баллов: 0 из 6

Определите, какие из предложений грамматически правильные (НЕ содержат
ошибку). Отметьте ДВА правильных предложения.

a.
あしたは　さむくなる　でしょう。

b.
わたしは　よく　としょかんで　新聞を　読みに　行きます。

c.
ジョンさんの　国で　いつが　いちばん　さむいですか。

d.
テレビをつけながら、出かけました。

e.
もう　おそいですから、はやく　かえったいです。

でも、がんばります。

だから、毎日、日本語を　べんきょうしています。アニメの　日本語は　むづかしいで

す。

みなさん、はじめまして。マイケルです。わたしは、アメリカの　カリフォルニアに　す

んでいます。

わたしは、日本の　アニメが　大好きです。マンガも　好きです。

でも、アニメの　ほうが、マンガより　好きです。今、えいごで　アニメを　見ていま

す。

でも、日本語で　アニメが　見たいです。

Расположите данные ниже предложения по порядку так, чтобы получился
связный текст.
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Вопрос 2323
Балл: 5

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют
содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано.
あさ、アルバイトに　行くとき、いつも　おじいさんに　あいます。なまえも　いえも　わ

かりません。おじいさんと　はじめて　あったとき、何も　言いませんでした。つぎの　あ

さ、おじいさんが「おはよう」と言いました。わたしは　びっくりして、「おはようござい

ます」と　小さい　こえ*で　言いました。
それから　だんだん　大きい　こえで「おはようございます」と言う　ようになりました。

そして、おじいさんも「おはよう」と大きい　こえで　言ってくれます。

おじいさんと　あって、2か月に　なります。おじいさんは　あいさつ*の　ことばと　いっ
しょに　「さむいね」「元気だね」「がんばってね」と言います。

わたしは　おじいさんに　あうのが　好きです。そして、元気に　なります。今日も　がん

ばって　アルバイトを　したいと思います。

 
*こえ голос
*あいさつ приветствие

この人は　おじいさんと　はじめて　あったときに、小さいこ

えで　あいさつしました。
 Верно;  В тексте не 
сказано;  Неверно; 

おじいさんは　毎かい「おはよう」だけ　言います。  Верно;  В тексте не 
сказано;  Неверно; 

おじいさんに　あったのが　2が月まえ　です。  Верно;  В тексте не 
сказано;  Неверно; 

この人は　おじいさんに　あって、がんばりたい　きもち　に

なります。
 Верно;  В тексте не 
сказано;  Неверно; 

おじいさんは　この人の　いえの　ちかくに　すんでいます。
 Верно;  В тексте не 
сказано;  Неверно; 
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Вопрос 2424
Балл: 2

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют
содержанию текста. Отметьте ДВА правильных ответа.
わたしはの　かいしゃの　ひる休みは　12時から　1時までです。かいしゃの　ちかくの　
しょくどう、レストラン、そばやは　どこも　とても　こみます。いつも　たくさんの　人

が　まって　います。さいきん　わたしは　ひるごはんを　つくって　もって　行きます。

りょうりは　あまり　好きでは　ありませんが、だんだん　上手に　なりました。ひるごは

んは　かいしゃの　中で　食べます。ときどき　ひるごはんを　食べてから　外に　出て　

コーヒーを　のみます。

a.
この人は　かいしゃで　ひる休みに　りょうりを　しています。

b.
ひる休みの　ときに　かいしゃの　ちかくの　レストランは　人が　おおいです。

c.
この人は　今は　りょうりが　上手です。

d.
この人は　いつも　ごはんを　食べて、コーヒーを　のみます。

e.
この人は　ひるごはんを　かいしゃの　ちかくの　しょくどうで　食べます。
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Вопрос 2525
Балл: 3

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

a.
このレストランで　１時間ぐらい　しょくじしました。パスタや　ケーキを　食べて、ワインを

　のみました。2100円かかりました。

b.
このレストランで　２時間ぐらい　しょくじしました。パスタや　ケーキを　食べて、ビールを

　のみました。2000円かかりました。

c.
このレストランで　１時間ぐらい　しょくじしました。パスタや　ケーキを　食べて、こうちゃ

を　のみました。2000円かかりました。

d.
このレストランで　１時間ぐらい　しょくじしました。パスタや　ケーキを　食べて、コーヒー

を　のみました。1800円かかりました。

e.
このレストランで　１時間半ぐらい　しょくじしました。パスタや　ケーキを　食べて、何も　

のみませんでした。1500円かかりました。
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Вопрос 2626
Балл: 2

На каких фотографиях изображены японские постройки? Отметьте ДВА
правильных ответа.

a.

b.

c.

d.

e.
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Вопрос 2727
Балл: 3

f.

Какие из следующих праздников и обычаев проводятся весной? Отметьте ТРИ
правильных ответа.

a.
たなばた

b.
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Вопрос 2828
Балл: 3

おぼん

c.
七五三

d.
子どもの日

e.
ひなまつり

f.
はなみ

g.
せつぶん

Какие из перечисленных префектур распложены на острове Хонсю?　Отметьте
ТРИ правильных ответа.

a.
あきた

b.
くまもと

c.
ながさき

d.
ながの

e.
かごしま
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Вопрос 2929
Балл: 4

f.
ふくおか

g.
ひろしま

Какие из следующих продуктов сделаны из риса? Отметьте ЧЕТЫРЕ правильных
ответа.

a.
もち

b.
まきずし

c.
だし

d.
おにぎり

e.
ふりかけ

f.
きなこ

g.
みそ

h.
しょうゆ

i.
だんご
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Вопрос 3030
Балл: 4

Соотнесите картинки со словами.

 きもの;  かんざし;  ゆかた;  げた;  せんす;  おび;  うちわ;  は
かま;  ぞおり; 

 きもの;  かんざし;  ゆかた;  げた;  せんす;  おび;  うちわ;  は
かま;  ぞおり; 

 きもの;  かんざし;  ゆかた;  げた;  せんす;  おび;  うちわ;  は
かま;  ぞおり; 
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 きもの;  かんざし;  ゆかた;  げた;  せんす;  おび;  うちわ;  は
かま;  ぞおり; 
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