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I. Организационно-методический отдел 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков необходимых для 

осуществления коммуникации на японском языке на высоком уровне владения, 

соответствующем уровню N2 международной системы Нихонго Нореку Сикэн.  
 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  
 

Знали:  

 знание о системе японского языка, как агглютинативного, внегруппового языка, и 

другие компоненты языковой компетенции; 

 историю возникновения базовых иероглифов 

Умели:  

 умение пользоваться развернутой системой словарей, связанной со смешанной 

системой письменности; 

 умение понимать и порождать высказывания на японском языке в соответствии с 

конкретной ситуацией общения (по тематическому плану); 

 реагировать на коммуникативную ситуацию; 

 читать, понимать и осмысливать адаптированные, а также некоторые 

неадаптированные тексты ; 

 умение читать вслух и про себя с полным пониманием прочитанного 
 обучение графически правильному письму 

Владели: 

 навыком вычленения ключевого знака 

 навыком группировки иероглифов по фонетикам 

 навыком перевода текстов гуманитарной направленности с японского на русский и с 

русского на японский 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и вместе с 

дисциплинами "Японский язык (практический курс)" и «Практическая иероглифика»  

составляют базу языковой компетенции необходимой и достаточной для освоения профиля 

высокого уровня владения практическим японским языком. Освоение филологических 

дисциплин предполагает свободное владение языком, необходимое и достаточное для работы с 

источниками. Данная дисциплина обеспечивает возможность чтения на японском языке текстов 

любой сложности. 

 

 

1.3. Роль дисциплины «Практикум по межкультурным коммуникациям» в формировании 

компетенций выпускника. 
 

Дисциплина «Практикум по межкультурным коммуникациям» является составляющей в 

процессе формирования у студента общекультурной компетенции       ОК-5 (способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия). 
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1.4. Перечень требований планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающийся должен обладать следующими компетенциями 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

      ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

      ОПК-4 
владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-5 
свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

      ПК-1 

способностью применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской 

деятельности 

 
 

1.5. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 
 

Код и содержание 

компетенций 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Основные признаки сформированности компетенции  

(дескрипторное описание уровня) 

1 2 3 4 5 

ОК-5; ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1 

минимальны

й 

не 

владеет 

слабо 

ориенти

руется в 

термино

логии и 

содержа

нии 

Способен 

выделить 

основные 

идеи текста, 

работает с 

критической 

литературой 

Владеет 

основными 

навыками 

работы с 

источникам

и и 

критической 

литературой 

Способен 

дать 

собственну

ю 

критическу

ю оценку 

изучаемого 

материала 

не 

умеет 

не 

выделяе

т 

основны

е идеи 

Способен 

показать 

основную 

идею в 

развитии 

Способен 

представить 

ключевую 

проблему в 

ее связи с 

другими 

процессами 

Может 

соотнести 

основные 

идеи с 

современн

ыми 

проблемам

и 
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не 

знает 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Знает 

основные 

рабочие 

категории, 

однако не 

ориентирует

ся в их 

специфике 

Понимает 

специфику 

основных 

рабочих 

категорий 

Способен 

выделить 

характерны

й авторский 

подход 

базовый 

не 

владеет 

плохо 

ориенти

руется в 

термино

логии и 

содержа

нии 

Владеет 

приемами 

поиска и 

систематиза

ции, но не 

способен 

свободно 

изложить 

материал 

Свободно 

излагает 

материал, 

однако не 

демонстриру

ет навыков 

сравнения 

основных 

идей и 

концепций 

Способен 

сравнивать 

концепции, 

аргументир

ованно 

излагает 

материал 

не 

умеет 

выделяе

т 

основны

е идеи, 

но не 

видит 

проблем 

Выделяет 

конкретную 

проблему, 

однако 

излишне 

упрощает ее 

Способен 

выделить и 

сравнить 

концепции, 

но 

испытывает 

сложности с 

их 

практическо

й привязкой 

Аргументи

рованно 

проводит 

сравнение 

концепций 

по 

заданной 

проблемати

ке 

 не 

знает 

допуска

ет много 

ошибок 

Может 

изложить 

основные 

рабочие 

категории 

Знает 

основные 

отличия 

концепций в 

заданной 

проблемной 

области 

Способен 

выделить 

специфику 

концепций 

в заданной 

проблемно

й области 

продвинуты

й 

не 

владеет 

ориенти

руется в 

термино

логии и 

содержа

нии 

В общих 

чертах 

понимает 

основную 

идею, 

однако 

плохо 

связывает ее 

с 

существующ

ей 

проблематик

ой 

Видит 

источники 

современны

х проблем в 

заданной 

области 

анализа, 

владеет 

подходами к 

их решению 

Способен 

грамотно 

обосновать 

собственну

ю позицию 

относитель

но решения 

современн

ых проблем 

в заданной 

области 
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не 

умеет 

выделяе

т 

основны

е идеи, 

но не 

видит их 

в 

развити

и 

Может 

понять 

практическо

е назначение 

основной 

идеи, но 

затрудняетс

я выявить ее 

основания 

Выявляет 

основания 

заданной 

области 

анализа, 

понимает ее 

практическу

ю ценность, 

однако 

испытывает 

затруднения 

в описании 

сложных 

объектов 

анализа 

Свободно 

ориентируе

тся в 

заданной 

области 

анализа. 

Понимает 

ее 

основания 

и умеет 

выделить 

практическ

ое значение 

заданной 

области 

не 

знает 

допуска

ет 

ошибки 

при 

выделен

ии 

рабочей 

области 

анализа 

Способен 

изложить 

основное 

содержание 

современны

х научных 

идей в 

рабочей 

области 

анализа 

Знает 

основное 

содержание 

современны

х научных 

идей в 

рабочей 

области 

анализа, 

способен их 

сопоставить 

Может дать 

критически

й анализ 

современн

ым 

проблемам 

в заданной 

области 

анализа 

  
II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО МЕЖКУЛЬТУРНЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ» В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 

 

Вид учебной 

работы 

Занятия  

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарско- 

го типа 

Консульта

ции 

Аттестация Самостояте

льная 

работа 

Контактная 

работа в период 

теоретического 

обучения 

- 323.5 По 

учебному 

плану 

зачет  По 

учебному 

плану 

Промежуточная 

аттестация 

- - - Зачет По 

учебному 

плану 

- - По 

учебному 

плану 

Зачет По 

учебному 

плану 

Итого  323.5    
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
3.1. Содержание дисциплины структурированное по темам и виды контактной работы с 
обучающимися 

 

№ 

темы 

Название темы с кратким 

содержанием 

Контактная работа с обучающимися 

Занятия 

лекционно 

типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируе-

мые 

компетенци

и 

1.  Иероглифика. Тема 1 .  
Обучение иероглифам. 
Пиктограммы: 

日、月、木、山、川、田、人

、口、車、門 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

2.  Лексика тема 1. Введение 
лексического материала:  
 

パスポート  

しごと  

くすり  

ハム 

かんこう  

スーツケース  

はちみつ  

ラジオ  

バッグ  

本(ほん)  

テレビ  

メニュー  

かさ  

ジュース  

え  

えんぴつ  

びょういん  

でんわ  

ウイスキー  

ペン 

しんぶん  

ゆうびんきょく  

ビール  

ちず  

ざっし  

ちかてつ  

デパート  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ワイン  

てがみ  

すし  

おかね  

ちょっと  

いい  

だめな 

まつ  

のむ  

よむ  

かく 

あける  

みせる  

とる  

かす  

たべる 

はい 

ええ 

いいえ  

そうです  

どうぞ  

じゃ(では) 

どうも  

ああ  

あの  

じつは  

すみません  

 

3.  Иероглифика. Тема 2 

Обучение иероглифам. 
Пиктограммы: 

火、水、金、土、子、女、学

、生、先、私 

 1  ОК.... (ОПК, 

ПК.. ) 

4.  Проверочная работа по 

лексике (тема 1) и 

иероглифе (тема 1,2) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

5.  Иероглифика. Тема 3. 
Обучение иероглифам. 
Числительные. 

一、二、三、四、五、六、七

、八、九、十、百、千、万、

円、年 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

6.  Лексика тема 2. Введение 

лексического материала:  
 

とおり  

みち  

かわ  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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たてもの  

本や  

ほうせきや  

レストラン  

ぎんこう  

みせ  

ふんすい  

はなや  

えき  

くすりや  

ホテル  

ケーキや  

こうえん  

ベンチ  

木(き)  

さんぎょう  

かない  

おくさん  

日本語(にほんご)  

スペイン  

イタリア  

アメリカ  

ドイツ  

コンピューター  

せんせい  

テープレコーダー  

テスト  

りんご  

へや  

くつ  

ぶっか  

コート  

かんじ  

べんきょうする  

あなた  

はこ  

ねこ  

いぬ  

めがね  

むこう  

となり  

まえ  

うしろ  

うえ  

した  

まわり  
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そば  

ちかく  

よこ  

みぎ  

ひだり 

なか  

まんなか  

大きい(おおきい)  

小さい(ちいさい)  

やすい  

たかい  

ひくい  

あたらしい  

ふるい 

むずかしい  

やさしい  

いい  

わるい  

べんりな  

ふべんな  

しずかな  

うるさい 

きれいな  

きたない 

おいしい  

まずい  

ちかい  

とおい  

たいへんな  

すぐ  

たくさん 

あのう  

しつれいですが  

はじめまして  

どうぞよろしく  

こちらこそ 

ええと 

いってきます  

あれ 

えっ 

よんできます 

つごうがいい  

つごうがわるい  

 

7.  Иероглифика. Тема 4.  
Обучение иероглифам. 
Символы: 

 1  ОК.... (ОПК, 

ПК.. ) 
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上、下、中、大、小、本、半

、分、力、何 

8.  Проверочная работа по 

лексике (тема 2) и 

иероглифики ( 3,4) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

9.  Иероглифика. Тема 5. 
Обучение иероглифам. 
Идеограммы: 

明、休、体、好、男、林、森

、間、畑、岩 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

10.  Лексика тема 3. Введение 

лексического материала:  

 

Существительые 

くるま  

タクシー  

でんしゃ  

モノレール  

こくないせん  

こくさいせん  

ひこうき  

くうこう  

みなみ 

きた  

にし  

ひがし  

いつか  

時間(じかん)  

きのう 

きょう  

あした  

ごぜんちゅう 

ごご  

あさ  

ひる  

よる  

ゆうがた  

ばん  

ゆうべ  

けさ  

こんばん  

ひるやすみ  

たんじょうび  

パーチ  

ごはん  

あさごはん  

ひるごはん  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ばんごはん 

すきやき  

おさけ 

ひらがな  

テニス 

いえ  

うち  

えいが  

くに  

雨(あめ)  

Счетные суффиксы 

~時(じ)  

Предикативные 

прилагательные 

おもしろい  

いそがしい  

Наречия 

ずいぶん  

あまり  

とても 

いっしょに  

よく  

Глаголы 

のむ  

おきる  

よむ  

かく  

かう  

まつ  

かえる  

いく  

あける  

たべる  

ねる  

する  

みる  

みせる  

みえる  

かかる  

でる  

きく  

 

11.  Иероглифика. Тема 6.  
Обучение иероглифам. 
Пиктограммы: 

目、耳、手、足、雨、竹、米

、貝、石、糸 

 1  ОК.... (ОПК, 

ПК.. ) 
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12.  Проверочная работа по 

лексике (тема 3) и 

иероглифике (тема 5,6) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

13.  Иероглифика. Тема 7.  
Обучение иероглифам. 
Иероглифы, часто 
используемые в японских 
фамилиях: 

花、茶、肉、文、字、物、牛

、馬、鳥、魚 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

14.  Лексика тема 4. Введение 

лексического материала: 
 

しょくじ 

さかな 

にく  

やさい  

ゆうしょく  

すしや  

りょうり  

うどん  

サラダ  

メロン  

アイスクリーム  

バー  

おきゃくさん  

スポーツ  

やきゅう  

すいえい  

ジョギングする  

ゴルフ  

チェックインする  

ドライブする  

シャワー  

レコード  

プール  

コーヒー  

タイプ  

(うつ)  

タイプをうつ  

ノート  

ジャズ  

ハンカチ  

ニュース  

ディスコ  

日よう日(にちようび)  

花(はな)  

大学(だいがく)  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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けいざい  

まち  

かいぎ  

たばこや  

女(おんんな)  

本だな(ほんだな)  

じしょ  

かぶき  

びょうき  

かぜ 

かぜをひく  

けいさつ  

ばんぐみ  

Счетный суффикс 

~さい ~ 

Прилагательные 

すごい  

たのしい  

すきな  

きらいな  

Наречия 

だいじょぶ  

あとで  

また  

それから  

そして  

はやく  

ゆっくり  

(ゆっくりねる)  

つく  

つかれる  

やすむ  

ねる  

する 

まつ  

あびる  

くる  

およぐ  

うまれる  

はいる  

はなす  

わすれる  

なくす  

かりる  

おどる  

このあいだ  
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ところで  

それじゃ 

まえは  

いまは  

でんわをかける  

おなかがいたい 

  

15.  Иероглифика. Тема 8.  
Обучение иероглифам. 
Наиболее частотные 
прилагательные: 

新、古、長、短、高、安、低

、暗、多、少 

 1  ОК.... (ОПК, 

ПК.. ) 

16.  Проверочная работа по 

лексике (тема 4) и 

иероглифики (тема 7,8) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

17.  Иероглифика. Тема 9. 
Обучение иероглифам. 
Наиболее частотные 
глаголы: 

行、来、帰、食、飲、見、聞

、読、書、話、買、教 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

18.  Лексика тема 5. Введение 

лексического материала: 
 

のみもの  

トロ  

ハンバーガー  

バナナ  

ケーキ  

サンドイッチ  

コーラ  

えび  

きゅうりょう日(きゅうりょ

うび)  

あと  

りょうしん  

しんぱいする  

りょこうする  

きょくばん 

いくら  

いか  

きゅうり  

まぐろ  

ネクタイ  

シャツ  

ひなまつり 

春分の日(しゅんぶんのひ)  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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クリスマス  

ビリヤード  

セータ  

おんがく  

ロック  

なつ  

水(みず)  

きっぷ  

やまのぼり  

日本人(にほんじん)  

日記(にっき)  

みどりの日(みどりのひ)  

りょうしゅうしょ  

~本(ほん/ぼんぽん)  

~ばん  

あたたかい  

おいしい  

わかい  

ねむい  

あるく  

きる  

しる(しっている/しりませ

ん)  

うたう  

いれる  

おねがいします  

ごちそうさまでした  

どういたしまして  

でんわをする  

でんわをきる  

おまちください  

おしえてください  

おなかがすいた  

もうすこし  

 

19.  Иероглифика. Тема 10.  
Обучение иероглифам. 
Обозначение времени: 

朝、昼、夜、晩、夕、方、午

、前、後、毎、週、曜 

 1  ОК.... (ОПК, 

ПК.. ) 

20.  Проверочная работа по 

лексике (тема 5) и 

иероглифики (9,10) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

21.  Иероглифика. Тема 11. 
Обучение иероглифам по 

ключам: へんи つくり: 

作、泳、油、海、酒、校、時

、言、計、語、飯 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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22.  Лексика тема 6. Введение 

лексического материала: 
 

さいしょ  

みんな  

ひみつ  

もの  

シーツ  

オフィス  

女の人(おんなのひと)  

アパート  

てんいん  

サイズ  

アイロン  

かいもの  

コンタクタレンズ  

ちち  

りょうきん  

スペイン語  

ふゆ  

ステーキ  

ハンバーグ  

にわ  

てら  

かいしゃいん  

ボールペン 

かばん  

マフラー  

ほかの  

みかん  

すもう  

スカーフ  

ハンカチ  

ラゼカセ  

でんち  

おつり  

ねだん  

日本製(にほんせい)  

ぼく  

ところ  

~円(えん)  

~ひき  

~山(やま)  

~まい  

あかるい  

ほしい  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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かるい  

おもい  

つめたい  

白い(しろい)  

赤い(あかい)  

青い(あおい)  

黒い(くろい)  

きいろい  

ちゃいろい  

しんせつな  

いろいろな  

じょうぶな  

にぎやかな  

じみな 

はでな  

もっと  

いちばん  

よく  

すごく  

ひっこす  

いる  

ほしがる  

おくれる  

ひく 

おとす  

きにいる  

いくら  

~たち 

こんな  

こっち  

いらっしゃいませ  

けっこうです  

いかがですか  

かえりに  

 

23.  Иероглифика. Тема 12.  
Обучение иероглифам. 

Ключи: かんむりи あし: 

宅、客、室、家、英、薬、会

、今、雪、雲、電、売 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

24.  Проверочная работа по 

лексике (тема 6) и 

иероглифики (11,12) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

25.  Иероглифика. Тема 13. 

Ключи たれ и かまえ: 

広、店、度、病、疲、痛、屋

、国、回、困、開、閉 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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26.  Лексика тема 7. Введение 

лексического материала:  

外国人(がいこくじん)

 иностранец 

 

ばしょ  

のりもの  

とうろくする  

そつぎょうする  

そうじする  

区役所(くやくしょ)  

しゅくじつ  

こども  

ちょうじょう  

キャッチボール  

ゴルフ用品(ようひん)  

かぶき  

まんが  

(お)まつり  

やきとり  

なっとう  

あじ  

じゅうぎょう  

コンサート  

夏休み(なつやすみ)  

アルバイト  

とこや  

かみ  

ドル  

は  

あさごはん  

じゅうしょ  

紙(かみ)  

とうろくしょ  

ラーメン  

スポーツマン  

くも  

つり  

くもり  

だいぶ  

まだ  

きっと  

できる  

ふる  

やむ  

こまる  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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なおる  

おぼえる  

はたらく  

つずける  

かえる  

ドルをかえる  

みがく  

出す(だす)  

もらう  

くもる  

日(ひ)にやける  

それとも  

ですから  

ただいま  

おまちどうさま  

はじめて  

いってらっしゃい  

ときどき  

27.  Иероглифика. Тема 14. 
Обучение иероглифам. 

Ключ にょう: 

近、遠、速、遅、道、青、晴

、静、寺、持、荷、歌 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

28.  Проверочная работа по 

лексике (тема 7) и 

иероглифики (тема 13,14) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

29.  Иероглифика. Тема 15. 
Обучение иероглифам. 
Термины родства 

友、父、母、兄、姉、弟、妹

、夫、妻、彼、主、奥 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

30.  Лексика тема 8. Введение 

лексического материала:  
 

おたく  

このへん/そのへん/あのへ

ん  

つうきんする  

けっこんする  

行き  

かえり  

大学生(だいがくせい)  

サラリーマン  

ほんと(ほんとう)  

イヤホン  

カタカナ  

ことば  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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べんきょう家(か)  

しゅうかんし  

こうこく  

きょうかしょ  

こうばん  

ギター  

うた  

ヨーロッパ  

けっこんしき  

スーパー  

やおや  

和食(わしょく)  

洋食(ようしょく)  

うみ  

モデル  

ワープロ  

マナー  

はがき  

クラス  

クラシック 

外国(がいこく)  

韓国(かんこく)  

春休み(はるやすみ)  

~か月(げつ)  

~度(ど)  

~だい  

~さつ  

はやい  

ひどい  

あまい  

つまらない  

すくない  

のりかえる  

思う(おもう)  

びっくりする  

つとめる  

たずねる  

ひく  

うたう  

さがす  

はじめる  

もつ  

すう  

ときどき  

ぜんぜん  

おさきにしつれいします  
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おつかれさまでした  

さよなら 

なんとかならないでしょう

か  

やっぱり 

 

31.  Иероглифика. Тема 16. 
Обучение иероглифам. 
Прилагательные: 

元、気、有、名、親、切、便

、利、不、若、早、忙 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

32.  Проверочная работа по 

лексике (тема 8) и 

иероглифики (тема 15,16) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

33.  Иероглифика. Тема 17. 
Обучение иероглифам 
Глаголы движения: 

出、入、乗、降、着、渡、通

、走、歩、止、動、働 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

34.  Лексика тема 9. Введение 

лексического материала:  
 

切手(きって)  

コアラ  

オーストラリア  

市役所(しやくしょ)  

いちご  

いなか  

さしみ  

しゅみ  

テニスクラブ  

ナイフ  

フォーク  

テーブル  

かお  

スポーツカー  

だいどころ  

こんや  

イギリス  

ブローチ  

とし  

クッキー  

せっけん  

手(て)  

小学校 (しょうがっこう)  

小学生(しょうがくせい)  

中学校(ちゅうがっこう)  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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中学生(ちゅうがくせい 

高等学校(こうとうがっこう
)  

高校生(こうこうせい)  

大学(だいがく)  

大学生(だいがくせい)  

しょくぎょう  

商社員(しょうしゃいん   

会社員(かいしゃいん)  

銀行員(ぎんこういん)  

ファションモデル  

いしゃ  

まんが家(か)  

先生(せんせい)  

えいがスター  

スチュワーデス  

けんちく家(か)  

デザイナー  

(ご)かぞく  

(ご)りょうしん  

父(ちち)  

お父さん(おとうさん)  

母(はは)  

お母さん(おかあさん)  

(ご)きょうだい  

兄(あに)  

お兄さん(おにいさん)  

姉(あね)  

お姉さん(おねえさん)  

弟さん(おとうと(さん))  

妹さん(いもうと(さん))  

(ご)主人(しゅじん)  

かない  

おくさん  

子ども  

お子さん(おこさん)  

むすこ(さん)  

ぼっちゃん  

むすめ(さん)  

おじょうさん  

そふ  

おじいさん  

そば  

おばあさん  

まご 

おまごさん  
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おじ(さん)  

おば(さん)  

いとこ(さん)  

おい(ごさん)  

めい(ごさん)  

プレゼントする  

おみまいする  

うれしい  

めずらしいい  

おそい  

だいすきな  

へたな  

じょうずに  

とまる  

あらう  

あつめる  

よろこぶ  

たつ  

つくる  

住む(すむ)  

でかける 

どうぞ、ごゆっくり  

いちばん下(した)のお子さ

ん  

すこしですけど、どうぞ  

おいくずですか  

わあ 

このごろ  

もう(一人)ひとり  

 

35.  Иероглифика. Тема 18. 
Обучение иероглифам. 
Иероглифы 
местонахождения: 

右、左、東、西、北、南、外

、内、部、駅、社、院 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

36.  Проверочная работа по 

лексике (тема 9) и 

иероглифики (тема 17,18) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

37.  Иероглифика. Тема 19. 
Обучение иероглифам. 
Аффиксы: 

地、鉄、工、場、図、館、公

、園、住、所、番、号 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

38.  Лексика тема 10. Введение 

лексического материала:  

ストーブ  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ざぶとん  

おしいれ  

カステラ  

とだな  

お茶(おちゃ)  

あんないする  

さんぽする  

せつめいする  

ごちそうする  

居間(いま)  

食堂(しょくどう)  

電気(でんき)  

あなた  

ゆのみ  

ちゃたく  

ドア  

外(そと)  

ろうそく  

空気(くうき)  

コップ  

(お)さら  

にんぎょう  

れいぞこ  

としょかん  

音(おと)  

スカート  

スープ  

からだ  

スタンド  

はし  

リボン  

ひとり  

くつした 

ボール  

ベッド  

パジャマ  

~かい 

~はい  

りっぱな  

はずかしい  

かわいい  

くらい  

みじかい  

もう  

おく  

いらっしゃる  
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おくる  

てつだう  

ぬぐ  

はる  

いつごろ  

よくいらっしゃいました  

おあがりください  

おそれいります  

お茶をいれる  

もう、けっこうです  

ごめんなさい  

39.  Иероглифика. Тема 20. 
Обучение иероглифам. 
Административное деление 

市、町、村、区、都、府、県

、島、京、様 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

40.  Проверочная работа по 

лексике (тема 10) и 

иероглифики (тема 19,20) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

41.  Иероглифика. Тема 21. 
Обучение иероглифам. 
Глаголы: 

寝、習、勉、強、研、究、留

、質、問、題、答、宿 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

42.  Лексика тема 11. Введение 

лексического материала:  
 

営業 （えいぎょう）  

一課（いっか）  

貿易（ぼうえき）  

しりょう 

支社（ししゃ）  

ほうこく（する）  

キャビネット  

ひきだし 

しょうかい（する）  

たんとう（する）  

会長（かいちょう）  

社長（しゃちょう）  

専務（せんむ）  

常務（じょうむ）  

部長（ぶちょう）  

課長（かちょう）  

係長（かかりちょう）  

主任（しゅにん）  

めいし  

家具（かぐ）  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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しょうたいじょう  

げんかん  

テキスト  

そば  

字（じ）  

えいがかん  

せんたく屋（せんたくや 

ほうこくしょ  

ヴェーター  

こいびと  

自動車（しどうしゃ）  

エレベーター 

かいだん  

外出中（がいしゅつちゅう

）  

食事中（しょくじちゅう 

会議中（かいぎちゅう）  

在室（ざいしつ） 

帰宅（きたく）  

点検中（てんけんちゅう故

障中（こしょうちゅう 

工事中（こうじちゅう） 

営業中（えいぎょうちゅう

） 

準備中（じゅんびちゅう 

使用中（しようちゅう） 

～部（ぶ）  

～ばんめ 

さっき 

たのむ 

もうす 

かたづける 

ふく  

めがねをかける 

つかう 

のぼる 

とおる 

ずつ 

あった、あった  

これはどうも 

しつれいしました 

なれほど 

とうやって 

そのころ 

ごめんください 

ただいま  
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43.  Иероглифика. Тема 22. 
Обучение иероглифам. 
Канго: 

政、治、経、済、歴、史、育

、化、理、科、数、医 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

44.  Проверочная работа по 

лексике (тема 11) и 

иероглифики (тема 21,22) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

45.  Иероглифика. Тема 23. 
Обучение иероглифов  

Хобби:映、画、写、真、音、

楽、料、組、思、色、白、黒

、赤 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

46.  Лексика тема 12. Введение 

лексического материала:  
 

メモ  

みなさん  

かんげい（する）  

さくら  

きぶん 

（きぶんがいい・きぶんが

わるい） 

 

ふつかよい  

広報課（こうほうか）  

つま 

かんぱい（する）  

花びら（はなびら） 

なに人（なにじん） 

中国人（ちゅうごくじん） 

円高（えなだか）  

円安（えんやす）  

バーゲン / バーゲンセール 

話（はなし）  

つづき  

新聞社（しんぶんしゃ）  

ランチ  

アイスコーヒー  

アイステイー  

こうちゃ  

定食（ていしょく）  

日がわり定食（ひがわりて

いしょく） 

 

スパゲッテイ  

和定食（わていしょく） 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ふろ  

ダイヤ  

ネックレス  

問題（もんだい）  

しお  

ガイド  

けいやくしょ  

かんげい会（かんげいかい

） 

夜ざくらけんぶつ（よざく

らけんぶつ） 

 

とちゅう（で）  

商社員（しょうしゃいん 

公務員（こうむいん） 

弁護士（べんごし）  

写真家（しゃしんか）  

大学教授（だいがくきょう

じゅ） 

 

店員（てんいん）  

主婦（しゅふ）  

～けん  

～社（しゃ）  

しっぱい  

ちゃんと  

そろそろ  

わたす  

ならう  

さそう  

つづく 

おこる  

いやになる  

いやあ、すみません  

もう１けん  

せっかくですが  

そうでもなかった  

 

47.  Иероглифика. Тема 24. 
Обучение иероглифам. 
Противоположные действия: 

起、寝、遊、立、座、使、始

、終、貸、借、返、送 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

48.  Проверочная работа по 

лексике (тема 12) и 

иероглифики (тема 23,24) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

49.  Иероглифика. Тема 25. 
Обучение иероглифам 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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Бракосочетание в Японии: 

結、婚、離、欠、予、定、様

、式、和、活 

50.  Лексика тема 13. Введение 

лексического материала:  
 

小包 (こずつみ)  

ふなびん  

あて先(あてさき)  

まど口(まどぐち)  

げんきん 

かきとめ  

こうくうびん  

用紙(ようし)  

なかみ  

週末(しゅうまつ)  

書店(しょてん)  

どうぶつえん  

ざせき  

あまいもの  

赤ちゃん(あかちゃん)  

新聞屋(しんぶんや)  

うめぼし  

きもの  

不動産屋(ふどうさんや)  

国技館(こくぎかん)  

おすもうさん  

さる  

しょうせつ  

ファクシミリ  

ワンピース  

ペンギン  

アフリカ  

バラ  

アドバイス  

かんビール  

もちろん  

なるべく  

いちど  

ついでに  

ふつは  

きゅうに  

中(なか)  

ぶじに 

てきとうな  

とどく  

お金をおろす  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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えらぶ  

とる  

まちがえる  

しらべる  

おる 

ふとる  

みつかる  

小包を出す 

よかったら  

~かな  

 

51.  Иероглифика. Тема 26. 
Обучение иероглифам. 
Времена года: 

春、夏、冬、秋、暑、熱、寒

、冷、暖、温、涼、天 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

52.  Проверочная работа по 

лексике (тема 13) и 

иероглифики (тема 25,26) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

53.  Иероглифика. Тема 27.  
Обучение иероглифам. 
Работа: 

仕、事、者、運、転、選、記

、議、員、商、業、農 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

54.  Лексика тема 14. Введение 

лексического материала:  

事務(じむ)

 делопроизводство, 

служба 

 

和服(わふく)  

洋服(ようふく)  

ぼうし  

しゅるい  

感じ(かんじ)  

日本料理(にほんりょうり)  

近く(ちかく)  

さとう 

コンビニエンス・ストア  

クーラー  

ビアガーデン  

トマト  

ひっこしする  

したくする  

てんきんする  

にゅういんする  

かがみ  

日(ひ)  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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晩ごはん(ばんごはん)  

せかい  

しらゆきひめ  

太陽(たいよう)  

ソフトボ-ル  

のうぎょう  

すてきな  

むしあつい  

強い(つよい)  

ちっとも  

ぜんぜん  

なかなか  

今日中に(きょうじゅうに)  

一日中(いちにちじゅう)  

ほとんど  

着る(きる)  

にあう  

ぬぐ  

はく  

かぶる  

とる  

はずす  

しゃれる  

ひらく  

やめる  

まける  

こたえる  

ほんとうだ  

どうするんですか 

チユー 

 

55.  Иероглифика. Тема 28.  
Обучение иероглифам. 
Иероглифы теста: 

良、悪、点、正、違、同、適

、当、難、次、形、味 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

56.  Проверочная работа по 

лексике (тема 14) и 

иероглифики (тема 27,28) 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

57.  Иероглифика. Тема 29. 
Обучение иероглифам. 
Иероглифы экзамена: 

試、験、面、接、説、果、合

、格、受、落、残、念 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

58.  Лексика тема 15. Введение 

лексического материала:  
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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先(さき)  

ガソリンスタンド  

左がわ(ひだりがわ)  

かど  

つゆ  

まぐれ  

留学生(りゅうがくせい)  

カレーライス  

べっそう  

春(はる)  

ぬいぐるみ  

ぞうり  

そら  

ようちえん  

サンダル 

キー  

テレホンカード  

さんま  

魚屋(さかなや)  

にもつ  

交差点(こうさてん)  

しんごう  

まがりかど  

つきあたり  

はし 

スペース   

ローマ字(ローマじ)  

がめん  

倍角(ばいかく)  

数字(すうじ)  

もじ  

あみかけ  

アンダーライン  

あみ  

りょうほう  

へんじする  

メートル  

おかしい  

いやな  

しばらく  

さいきん  

かえって  

まるで  

ふだん  

まっすぐ  

うかがう  
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まがる  

まよう  

ぬれる  

うかる  

のこる  

あきる  

すごす  

ちる  

おりる  

かたずける  

わたる  

しょうがない  

もったいない  

つぎに  

 

59.  Иероглифика. Тема 30. 

Ключи: さんずい и てへん: 

指、折、払、投、打、深、洗

、流、消、決 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

60.  Проверочная работа по 

лексике (тема 15) и 

иероглифики (тема 29,30) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

61.  Иероглифика. Тема 31. 
Путешествие: 

旅、行、案、準、備、相、談

、連、絡、泊、特、急 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

62.  Лексика тема 16. Введение 

лексического материала:  
 

営業(えいぎょう)  

商事(しょうじ)  

内(うち)  

日本語学校(にほんごがっこ

う)  

 

件(けん)  

応接室(おうせつしつ)  

用件(ようけん)  

会話(かいわ)  

授業料(じゅぎょうりょう)  

自分(じぶん)  

れい  

れいの  

企画(きかく)  

ミテインング  

事務員(じむいん)  

グループ  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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パンフレット  

人数(にんずう)  

きゅうか  

おまわりさん  

TEL有(テレあり)  

書き方(かきかた)  

まちがい  

ねつ(をはかる)  

でんぴょう  

ガルフーレンド  

レジ  

レポートする  

けいやくする  

きょかする  

キャンセルする  

サインする  

れんらくする  

来訪 (らいほう)する  

チエックする  

たいせつな  

プライベートな  

だいたい  

さきほど  

その他(そのた)  

商品(しょうひん)カタログ  

いたす  

教える(おしえる)  

通う（かよう）  

まとめる  

仕上げる（しあげる）  

つなぐ  

考える（かんがえる）  

決まる（きまる）  

間に合う（まにあう）  

あむ  

冷やす（ひやす）  

はかる  

うける  

もうしわけございません  

席(せき)をはずす  

そういうこと  

ぞうね  

れいの件(けん)  

電話をつなぐ  

について  

によって  
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お待ちしています  

 

63.  Иероглифика. Тема 32. 
Транспорт: 

線、発、到、交、機、関、局

、信、路、故、注、意 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

64.  Проверочная работа по 

лексике (тема 16) и 

иероглифики (тема 31,32) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

65.  Иероглифика. Тема 33. 
Обучение иероглифам. 
Знаки: 

押、引、割、営、自、油、取

、求、願、知 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

66.  Лексика тема 17. Введение 

лексического материала:  
 

子会社(こがいしゃ)  

土日(どにち)  

こまかくする  

デートする  

ちこくする 

見物(けんぶつ)する  

出張(しゅっちょう)する  

出席(しゅっせき)する  

きょうりょくする  

計画書(けいかくしょ)  

費用(ひよう)  

国内(こくない)  

もんく(を言う)  

くたくたにつかれる  

シャッター  

あす  

しんじゅ  

むかしばなし  

ビル  

カーネーション  

母の日(ははのひ)  

おきがさ  

意見（いけん）  

カード  

行き先(いきさき、ゆきさき 

えんかい  

さっきの  

たった  

よる  

ふとる  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ふとっている  

やせる  

やせている 

むかえる  

話し合う(はなしあう)  

話し合い(はなしあい)  

急ぐ(いそぐ)  

手があく  

 

67.  Иероглифика. Тема 34. 
Инструменты: 

台、窓、具、器、用、服、紙

、辞、雑、誌 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

68.  Проверочная работа по 

лексике (тема 17) и 

иероглифики (тема 33,34) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

69.  Иероглифика. Тема 35. 
Экономика: 

銀、資、品、個、価、産、期

、々、報、告 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

70.  Лексика тема 18. Введение 

лексического материала: 

  

テープ  

ゲーム  

バス  

トイレ  

ボート  

ボウリング  

バードウォッチング  

予習(よしゅう)する  

こうかんする  

準備（じゅんび）する  

放送（ほうそう）する  

コントロルする  

リラックスする  

聞き取り(ききとり)  

交通(こうつう)  

耳(みみ)  

事故（じこ）  

情報(じょうほう)  

けんこう  

毎晩(まいばん)  

ちゅうか料理(りょうり)  

せつび  

いけ  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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自転車(じてんしゃ)  

せいせき  

部下(ぶか)  

疲れ（つかれ）  

朝食(ちょうしょく)  

人間(にんげん)  

せんもん  

けっか英文(えいぶん)  

電報(でんぽう)  

あぶない  

つらい  

せいかくな  

残念な（ざんねんな）  

ひまな  

けんこうな  

まじめな  

ひつような  

そのうち(に)  

たしかに  

だんだん  

何度も(なんども)  

やっと  

このつぎ  

かならず  

はじめは  

何もかも(なにもかも)  

それでも  

そのために  

遅れる（おくれる）  

終わる(おわる)  

のりこす  

聞き取る(ききとる)  

なれる  

いる  

おっしゃる  

こぼす  

転ぶ（ころぶ）  

ねむる  

まかせる  

すすめる  

使う（つかう）  

知らせる(しらせる)  

気(き)をつける  

お帰りなさい  

そういえば  
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71.  Иероглифика. Тема 36. 
Чувства: 

心、感、情、悲、泣、笑、頭

、覚、忘、考 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

72.  Проверочная работа по 

лексике (тема 18) и 

иероглифики (тема 35,36) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

73.  Иероглифика. Тема 37. 
Переходные и 
непереходные глаголы: 

伝、代、呼、焼、曲、脱、別

、集、並、喜、驚 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

74.  Лексика тема 19. Введение 

лексического материала:  
 

しょうよ  

しょうゆ  

ボーナス  

新入社員(しんにゅうしゃい

ん)  

働きすぎ(はたらきすぎ)  

お盆(おぼん)  

道路(どうろ) 

仏教(ぶっきょう)  

たましい  

盆おどり(ぼんおどり)  

県(けん)  

火山(かざん)  

本物（ほんもの）  

用事(ようじ)  

パーセント  

ベースアップ  

家賃（やちん）  

ショー  

終わり(おわり)  

君(きみ)  

じんじゃ  

そうめん  

お中元(おちゅうげん)  

おせいぼ  

おくりもの  

意味（いみ） 

エンジン  

ガソリン  

家族旅行(かぞくりょこう)  

声(こえ)  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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てちょう  

ダイヤル  

レジャー  

しゅうかん  

雪まつり(ゆきまつり)  

ちょきんする  

かんたんな  

ほそい  

なぐさめる  

しぬ  

にこにこする  

回す（まわす）  

楽しむ(たのしむ)  

くらべる  

思い出す(おもいだす)  

長いあいだ  

これから  

楽しみにする  

おめでとう  

そうそう  

だって  

おせわになる  

うれしい  

楽しい  

うらやましい  

つまらない  

こわい  

かなしい  

さびしい  

いや 

がっかりする  

くやしい  

びっくりする  

 

75.  Иероглифика. Тема 38. 
Прилагательные: 

細、太、重、軽、狭、弱、眠

、苦、簡、単 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

76.  Проверочная работа по 

лексике (тема 19) и 

иероглифики (тема 37,38) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

77.  Иероглифика. Тема 39. 
Аэропорт: 

空、港、飛、階、建、設、完

、成、費、放 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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78.  Лексика тема 20. Введение 

лексического материала:  
 

けがする  

リレーする  

運動会(うんどうかい)  

社内運動会(しゃないうんど

うかい)  

えんきする 

バトン  

入賞(にゅうしょう)する  

手当て(てあて)する  

さんせいする  

おれい  

服(ふく)  

大雨(おおあめ)  

体重(たいじゅう)  

運動ぶそく(うんどうぶそく 

テーブルクロス  

ホームラン  

ランナー  

バスケットボール  

選手(せんしゅ)  

スキー  

スキー場(じょ)  

大会(たいかい)  

中国(ちゅうごく)  

カナダ  

ケニア  

氏名(しめい)  

代休(だいきゅう)  

早退(そうたい)する  

休日出勤(きゅうじつしゅっ

きん)する  

理由(りゆう)  

自宅(じたく)  

直接（ちょくせつ）  

がんばる  

たすける  

減らす（へらす）  

火をつける  

投げる(なげる)  

たしかめる  

そのかわりに  

がんばって(ください)。  

しっかりやってください。 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ぜひ、~してください。  

ゆうしょうしてください。 

せいこうしてください。  

早く、よくなってください 

おだいじに。  

気にしないで(ください)。  

気をおたさないで(ください 

がっかりしないでください 

元気を出して(ください)。  

しんぱいしないで(ください 

くよくよしないで(ください 

だいじょうぶですよ。  

おめでとう(ございます)。  

よかったですね。  

すばらしかったですね。  

すごかったですね。  

 

79.  Иероглифика. Тема 40. 
Географическое положение: 

位、置、横、向、原、平、野

、風、両、橋 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

80.  Проверочная работа по 

лексике (тема 20) и 

иероглифики (тема 39,40) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

81.  Иероглифика. Тема 41. 
Канго: 

老、族、配、術、退、効、民

、訪、顔、歯 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

82.  Лексика тема 21. Введение 

лексического материала:  
 

夫人(ふじん)  

郵便（ゆうびん）  

せいきゅうする  

電気代(でんきだい)  

駅前(えきまえ)  

係員(かかりいん)  

ボックス 

月末(げつまつ)  

番(ばん)  

口座(こうざ)  

自動(じどう)ひきおとし  

申し込み用紙（もうしこみ

ようし)  

いんかん  

方法(ほうほう)  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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機械(きかい)  

使い方(つかいかた)  

説明(書(せつめいしょ)  

大使館(たいしかん)  

株(かぶ)  

新製品(しんせいひん)  

アクセサリー  

老人(ろうじん)  

はじめ  

JR戦(せん)  

特急(とっきゅう)  

急行(きゅうこう)  

本数(ほんすう)  

自由席(じゆうせき)  

休日(きゅうじつ)  

割り引き（わりびき）する 

利用（りよう）する   

みどりの窓口(まどぐち)  

宿(やど)  

旅館(りょかん)  

シーズン  

えんりょする  

かんばん  

エアコン  

ロビー  

ボーイ  

自動的に(じどうてきに)  

くわしい  

すむ  

受け取る（うけとる）  

あいかわらず  

早やめに(はやめに)  

 

83.  Иероглифика. Тема 42. 
Университет: 

卒、論、実、調、必、要、類

、得、失、礼 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

84.  Проверочная работа по 

лексике (тема 21) и 

иероглифики (тема 41,42) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

85.  Иероглифика. Тема 43. 
Обучение иероглифам. 
Глаголы изменения: 

増、加、減、変、移、続、過

、進、以、美 

 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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86.  Лексика тема 22. Введение 
лексического материала:  
 

あせ  

ゆかた  

胃(い)  

星(ほし)  

お湯(おゆ)  

肩こり(かたこり)  

きんにく  

寒け(さむけ)  

タオル  

団体(だんたい)  

かぜ薬(かぜぐすり)  

温度(おんど)  

だんぼうする  

気温(きおん)  

~度(ど)  

なべ  

湯とふ(ゆとふ)  

てぶくろ  

窓グラス(まどグラス)  

船(ふね)  

きっさ店(きっさてん)  

まんぞくする  

ながめ  

マイク  

けんかする  

社員旅行(しゃいんりょこう)  

ガイドブック  

カラオケ  

くしゃみする  

涼しい（すずしい）  

ぬるい  

熱い(あつい)  

かたい  

さっぽり(と)する  

たいてい  

どうやら  

きく  

さめる  

さます 

あたたまる  

あたためる  

冷える（ひえる）  

冷やす（ひやす）  

われる 

にぎる  

お電話でどうぞ。 

あせをかく  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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~気がする。  

寒けがする  

ハックション  

 

87.  Иероглифика. Тема 44. 
Абстрактные понятия: 

比、較、反、対、賛、共、直

、表、現、初、全、基、無、

非、第、的、性、法、制、課 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

88.  Проверочная работа по 

лексике (тема 22) и 

иероглифики (тема 

43,44) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

89.  Лексика тема 23. Введение 

лексического материала:  
 

受付（うけつけ）  

ほけんしょう  

いす  

体温計（たいおんけい）  

かんごふ  

しんさつ室（しんさつしつ 

口（くち）  

いき  

２、３日（にさんにち）  

しょくよく  

アレルギー  

３日分（みっかぶん）  

様子（ようす）  

しょしん料（しょしんりょ

う） 

合計（ごけい）  

レッスン  

旅費（りょひ）  

しゅじゅつ  

はんせい会（はんせいかい 

係り（かかり）  

数（かず） 

とどけ  

食後（しょくご）  

昼食（ちゅうしょく）  

かんじゃ  

貝（かい） 

色（いろ）  

ガス  

スケジュール  

プライバシー  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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テレビ局（きょく）  

笑がお（えがお）  

やさしさ  

歯医者（はいしゃ）  

けんさする  

運転（うんてん）する 

頭（あたま） 

目（め）  

はな  

耳（みみ）  

口（くち）  

のど  

首（くび）  

かた  

うで  

ひじ  

せなか  

おなか  

こし  

おしり  

手（て）  

手首（てくび）  

指（ゆび）  

足（あし）  

ひざ  

足首（あしくび）  

しんぞう  

はい  

胃（い）  

かんぞう  

ちょう  

もうちょう  

虫歯（むしば）  

しんぞう病  

けっかく  

胃かいよう  

がん  

はいえん  

何回（なんかい）  

～じょう  

だるい  

大事な（だいじな）  

厚い（あつい）  

プライベートな  

弱い（よわい） 

きちんと  
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けっきょく  

すう  

はく  

下がる（さがる）  

むかえる  

空く（あく） 

はさむ  

ぶつかる  

すべる  

おこす  

まもる  

いつものとおり  

どうなさいましたか。  

名前を呼ばれる  

休んでいられない 

むりをする 

様子を見る  

頭が痛い  

頭が、がんがんする  

頭が、ずきずきする  

歯（は）が痛い 

歯（は）が、ずきずきする 

おなかが痛い  

胃（い）が痛い  

おなか/胃（い）が、しくし

くする 

胃（い）が、きりきりする 

むねが苦しい  

むねが、どきどきする  

こしが、痛い  

体が、だるい  

気分が、悪い  

はきけがする  

めまいがする  

さむけがする  

耳なりがする  

げりをする  

熱がある  

しょくよくがない 

せきが出る  

ほねをおる 

ねんざをする  

血（ち）を出る 

やけどをする  

すりむく  

かゆい 
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あざがてきる  

はれる  

よう 

車によう  

痛む（いたむ）  

 

90.  Лексика тема 24. Введение 

лексического материала: 

  

いずみ  

名水（めいすい）  

茶の湯（ちゃのゆ）  

スピード  

はんそくきっぷ  

交通事情（こうつうじじょ

う）  

あなた方（あなたがた）  

クリスマスツリー 

ファックス  

オリンピック  

小鳥（ことり）  

カップ  

ひしょ  

ステレオ  

子（こ）  

たんか  

おばさん  

おじさん  

パン屋（パンや）  

ぬれねずみ  

ロボット  

イタリア語（イタリアご） 

じゅうたいする  

注意（ちゅうい）する  

招待（しょうたい）する  

～氏（し）  

うまい 

よけいな  

真っ黒な（まっくろな）  

とにかく  

たまに 

朝早く（あさはやく）  

さっそく  

そのまま  

選ぶ（えらぶ）  

まきこむ  

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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おいつく  

しかる  

めしあがる  

ぶつける  

開く（ひらく）  

笑う（わらう）  

行う（おこなう）  

放す（はなす）  

よごれる  

はげます  

じろじろ見る  

はねる  

飛ばす（とばす）  

ことわる  

呼び止める（よびとめる） 

歩き出す（あるきだす） 

話しかける（はなしかける 

さすがに  

それにしても  

～なんて  

おやおや 

たいした雨ではない  

かさをさす 

～ような気がする  

そこで  

がまんできない  

そうしたら  

何と言った（なんといった 

 

91.  Проверочная работа по 

лексике (тема 23,24) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

92.  Лексика тема 25. Введение 

лексического материала:  
 

先日（せんじつ） 

見本市（みほんいち） 

わが社（わがしゃ） 

製品（せいひん） 

そちら 

むかし 

お知り合い（おしりあい） 

ラグビー部（ラグビーぶ） 

せんぱい 

工業用（こうぎょうよう） 

進出（しんしゅつ）する 

取り引き（とりひき）する 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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輸出（ゆしゅつ）する 

モデル 

チェインジする 

わたくし 

考え（かんがえ） 

女性（じょせい） 

社長室（しゃちょうしつ） 

マンション 

教師（きょうし） 

新聞記者（しんぶんきしゃ 

アナウンサー 

年齢（ねんれい） 

ピザ 

前略（ぜんりゃく） 

当日（とうじつ） 

その後（そのご） 

けんとうする 

当社（とうしゃ） 

市場（しじょう） 

売り上げ（うりあげ） 

性能（せいのう） 

品質（ひんしつ） 

自信（じしん） 

内容（ないよう） 

えさ 

クリスマスカード 

こしょうする 

ゆうしゅな 

けっこうな 

苦手な（にがてな） 

うっかりする 

おたがいに 

いらっしゃる 

おっしゃる 

めしあがる 

なさる 

ごぞんじです 

お会いになります 

お思いになります 

おたずねになります 

ごらんになります 

まいる 

おる 

申す（もうす） 

申し上げる（もうしあげる

） 
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いただく 

いたす 

ぞんじております 

お目にかかる 

ぞんじます 

うかがう 

はいけんします 

合わせる（あわせる） 

知り合う（しりあう） 

増える（ふえる） 

とどける 

お世話になりました（おせ

わになりました） 

さっそくですが 

よろしくとのことです 

どうぞ、おかまいなく 

少なくても（すくなくても 

～のではないか 

近いうちに（ちかいうちに 

おいそがしいところを 

できるだけ 

それなら 

さて 

市場を広げる 

言うことを聞かない 

 

93.  Лексика тема 26.  

Введение лексического 

материала:  
 

結婚祝い（けっこんいわい 

予算（よさん） 

電気製品（でんきせいひん 

トースター 

きぼうする 

友人（ゆうじん） 

電気屋（でんきや） 

ふで 

のし紙（のしがみ） 

宅配便（たくはいびん） 

バイオリン 

そろばん 

英会話（えいかいわ） 

算数（さんすう） 

書道（しょどう） 

食器（しょっき） 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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おつかい 

ぼう 

少年野球チーム（しょうね

んやきゅうチーム） 

落語家（らくごか） 

馬（うま） 

食事代（しょくじだい） 

上司（じょうし） 

ことわり 

セールスマン 

手入れ（ていれ）する 

お茶くみ（おちゃくみ） 

エンジニア 

女性（じょせい） 

ある日（あるひ） 

人気者（にんきもの） 

ブラック 

レディー 

おまえ 

主人（しゅじん） 

あいつ 

きのどくな 

まず 

とうとう 

まさか 

あつかう 

たく 

できあがる 

できたら 

～によって 

ごえんりょなく 

どうしよう 

顔をしている 

おーい 

あとにしてください 

かんかんにおこる 

 

94.  Лексика тема 27. Введение 

лексического материала:  
 

運送会社（うんそうがいし

ゃ） 

安心(あんしん) 

言いすぎ（いいすぎ） 

仲間（なかま） 

かつやくする 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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本日（ほんじつ） 

かんしゃする 

くらし 

昇進（しょうしん）する 

家庭（かてい） 

パッキングする 

計算（けいさん）する 

送別会（そうべつかい） 

経験（けいけん）する 

アシスタント 

履歴書（りれきしょ） 

本籍（ほんせき） 

現住所（げんしゅうしょ） 

学歴（がくれき） 

最後学歴（さいごがくれき 

職歴（しょくれき） 

卒業（しつぎょう）する 

通訳（つうやく）する 

東洋学（とうようがく） 

パートタイム 

免許（めんきょ） 

資格（しかく） 

検定試験（けんていしけん 

配偶者（はいぐうしゃ） 

工場（こうじょう） 

土地（とち） 

広さ（ひろさ） 

エーカー 

テニスコート 

工場長（こうじょうちょう 

生活（せいかつ） 

～級（きゅう） 

安全(な)（あんぜんな） 

楽な（らくな） 

うんと 

まったく 

ますます 

決して（けっして） 

今にも（いまにも） 

ひろう 

みとめる 

願う（ねがう） 

それにしても 

いつのまにか 

何から何まで 

（の）たびに 
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安上がり（やすあがり） 

このたび 

（の）おかげ 

ふろの入り方（はいりかた 

着かた（きかた） 

 

95.  Проверочная работа по 

лексике (тема 25,26,27) 
 

 1  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

96.  2 (1 и 2 семестр) год обучения 

97.  Введение нового 

лексического материала 

тема 1.  紹介  

 

。復習用の漢字 

。単語 

ー会話1 

ー会話2 

ー会話3 

ー飲み物 

ー漢字リスト 

 １  ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

98.  Введение грамматического 

материала по темам: 

―Vばかり 

―あの 

ーVようになる 

  ~なあ 

Vところ 

Vことになっている 

Vことになっ 

N+のははじめてです 

Vにくい 

Vことにする 

S1たらS2 

とても~ない 

V方 

~らしい 

Vて初めてのN 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

99.  Разговорная и письменная 

практика, тема  

。紹介 

。初めて会う人と話す 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

100.  Введение нового 

лексического материала 

тема 2. あいさつ言葉 

 

。会話1 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

 

101.  Введение грамматического 

материала по темам: 

Vないで 

Vばいいのに 

それに 

なかなか~ない 

Q+~か分からない 

しか~ない 

つまり 

Sentence+わけです 

Nによって 

Nに当たる 

~(の)ようなN 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

102.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

あいさつ言葉 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

103.  Введение нового 

лексического материала 

тема 3.  日本への留学 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。会話4 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

104.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。Vないで 

。V(causative) 

ていただけないでしょうか 

。~中に 

。~ば~ほど 

。N 以外の/以外に 

。必ずしも~というわけで

はない 

。Nばかり 

。なるべく 

。V べき 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

105.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

日本への留学 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

106.  Введение нового 

лексического материала 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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тема 4. ホームステイ 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

107.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。べつに(~ない) 

。~かな 

。たしか 

。xはyでゆうめいだ 

。Nにする 

。~ようだ 

Nのように 

。さえ 

。いつのまにか 

。~になれる 

。Vてくる 

。~わけではない 

。Vないで済む 

。~ずつ 

。V/Adjすぎる 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

108.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

ホームステイ 

。先生に頼む(1) 

。先生に頼む(2)  

。友達に頼む 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

109.  Введение нового 

лексического материала 

тема 5. 大学で 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

110.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。(~に)気がつく 

。せっかく 

。Vわけにはいかない 

。そうかと言って 

。Vために 

。~ても 

。Vず 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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。Nによると 

。~化 

。causative-

passive:買わされる 

 

111.  Разговорная и письменная 

практика, тема 大学で 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

112.  Введение нового 

лексического материала 

тема 6. レストランで 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

。敬語 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

113.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。~って 

。~ことは(~が) 

。Nでいいです /N 

でけっこうです 

。~とは限らない 

。~前に / 後で / 時に 

。何+counterも 

。~か~かと  

。むしろ 

。意外に 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

114.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

レストランで 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

115.  Введение нового 

лексического материала 

тема 7. レクリエーシｮン 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

116.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。何と言っても 

。~たっけ / だっけ 

。V ようにする 

。V 始める 

。S1 V(stem) S2 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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。Q +ても 

。~を始め 

。Nにとって 

。~的 

 

117.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

レクリエーシｮン 

。誘う/誘われる 

。誘う/断る 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

118.  Введение нового 

лексического материала 

тема 8. アリバイト探し 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

119.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。XはYくらいです 

。やっぱり 

。~さえ~ば 

。はず 

。~みたい 

。Nため(に) 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

120.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

アリバイト探し 

。アリバイトのことで電話

をする 

。電話で伝言を頼む 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

121.  Введение нового 

лексического материала 

тема 9. 贈り物 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

122.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。わざわざ 

。Xより仕方がない 

。Vれる / られる 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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。せめて(~は) 

。~ように 

。~に/く見える 

。こそ 

。Xと言ってもY 

。ただ 

。N (or NP)  に限らない 

。どんなN(+particle) でも 

 

123.  Разговорная и письменная 

практика, тема 贈り物 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

124.  Введение нового 

лексического материала 

тема 10. 旅行 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

125.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。分数 

。sentence+ほど 

。何よりも 

。(Xは)Yに限る 

。~まま 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

126.  Разговорная и письменная 

практика, тема 旅行 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

127.  Введение нового 

лексического материала 

тема 11. 

ホストファミリーとの問題 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

128.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。~もんですから/ものです

から 

。~うちに 

。Xが気になる 

。どうしても 

。つい 

。Nに気をつける 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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*~に気がつく 

*V(plain) +きになる 

。V (plain) 

ようにお願いする/言う 

。V (volitional) としたら 

。(Xて) Yくらいだ 

。V (plain past ) ものだ 

。V (stem) たて 

 

129.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

ホストファミリーとの問題 

。文句を言う 

。あやまる 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

130.  Введение нового 

лексического материала 

тема 12. 病気になったら 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

。擬音語と擬態語 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

131.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。ろくに〜ない 

。〜せいか 

。 Vてごらんなさい 

。Nぐらい 

。〜に越したことはない 

。思うように 

。〜がら 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

132.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

病気になったら 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

133.  Введение нового 

лексического материала 

тема 13. 日本語のじょせい 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

134.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。Nたら/Nったら 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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。よっぽど 

。〜に違いない 

。さすが(に) 

。Nなんか/Nなんて 

。〜ものの 

。ー方で(は) 

。毎日のように 

。せいぜい 

。〜ながら 

。Nとしては 

。それにしても 

。〜限り 

。かえって 

 

135.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

日本語の体験 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

136.  Введение нового 

лексического материала 

тема 14. 日本語の体験 

。会話1 

。会話2 

。会話3 

。飲み物1 

。飲み物2 

。漢字リスト 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

137.  Введение грамматического 

материала по темам: 

。NにはNの〜がある 

。N1はN1 なりにV 

N1はN1なりのN2 

。〜くせに 

。〜っていう/という理由で 

。XとともにY 

。XをYにまかせる 

。XたびにY 

。Vてくれたらと思います 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

138.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

日本語のじょせい 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

139.  Введение нового 

лексического материала 

тема 15. 

ウチから見た日本、ソト 

から見た日本 

。会話1 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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。会話2 

。会話3 

。飲み物1 

。飲み物2 

。漢字リスト 

140.  Введение грамматического 

материала по темам: 

 

。(っ)ていうか 

。どっちかと言うと 

。〜ような気がする 

。〜とか(言う) 

。N (と)同様 

。単に〜ではない 

。Nだらけ 

。Nの余地がない 

。N に(は)かなわない 

。V (stem) っらい 

。Nにこだわる/こだわらな

い 

。Nにあといて 

 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

141.  Разговорная и письменная 

практика, тема 

ウチから見た日本、ソト 

から見た日本 

   ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

142.  3 (1 и 2 семестр) и 4 (1 семестр)  год обучения  
143.  Введение нового 

лексического материала по 

теме1. 色のイメージ 

 

1 性格 せいかく 2 関係 

かんけい 3 イメージ 4 連想 

れんそう する 5 中華 

ちゅうか （料理 りょうり ） 

6 カウンター 7 食欲 

しょくよく 8 のどが 渇 かわ 

く 9 別 べつ 10 実験 じっけん 

11 尋 たず ねる 12 本当 

ほんとう は 13 そば 14 今 

いま まで 15 日本酒 

にほんしゅ 16 都合 つごう 

がいい 17 質 しつ が 悪 わる 

い 18 成績 せいせき 19 

ずいぶん 20 つまらない 21 体 

からだ の調子 ちょうし 22 

おおぜい 23 だいたい 24 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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かなり  

25 影 響 えいきょう を与 

あた える 26 遅刻 ちこく 27 

最近 さいきん 28 若 わか い 

29 電車 でんしゃ 30 マナー 

31 考 かんが え方 かた 32 

国籍 こくせき 33 四角 しかく 

34 物価 ぶっか 35 がんばる 

36 豚肉 ぶたにく 37 服 ふく 

38 ～ 畳 じょう 

 

144.  Введение грамматического 

материала по теме 1. 

色のイメージ 

 

■単語の意味の確認 

【 性格 カウンター 別の 尋ねる 

本当は 連想する 】 

■文型・表現 

「比較」の文型・表現 

（1） AはBより 

（2） （2）AとBとどちら／

どっちが 

（3）（Aより）Bのほうが 

（4）AはBほど・・・ない 

（5）X（の中）で何／だれ／ど

こ／いつが一番 

（6）X（の中）で～が一番 

（7）AとBとCの中でどれ／だれ

／どこ／いつ／が一番 

（8）『比べる』 

1）AはBに／と比べて（Xが） 

2）AはBに／と比べると（Xが） 

その他の文型・表現 

（1）＜い形容詞＞く＋感じる 

（2）なんとなく 

（3）＜副詞＞＋の＋＜名詞＞ 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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（4）（Xは）～によって違う／

いろいろだ 

（5）～のではないでしょうか 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。  

＜トピックの例＞ 

・『私の好きな色』 

・『いろいろな場合』 

・『日本の家／アパート』 

■関連語の学習 

◇色の単語  

1. 名詞と形容詞がある単語 

2. 名詞だけの単語 

3. カタカナ 

4. 強調する単語 

145.  Разговорная и письменная 

практика, тема 1. 
色のイメージ 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

146.  Проверочная работа по теме 

1.  色のイメージ  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

147.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 2.  

世界のじゃんけん 

39 遊 あそ び 40 鬼 おに 

ごっこ 41 鬼 おに 42 

じゃんけん 43 各地 かくち 44 

似 に る 45 握 にぎ る 46 指 

ゆび を出 だ す 47 表 あらわ 

す 48 勝負 しょうぶ 49 包 

つつ む 50 金 かな づち 51 布 

ぬの 52 そっくり 53 指先 

ゆびさき 54 合 あ わせる 55 

くちばし 56 ですから 57 握 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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にぎ りこぶし 58 親指 

おやゆび 59 象 ぞう 60 人差 

ひとさ し指 ゆび 61 小指 

こゆび 62 アリ63 倒 たお す 

64 ところ 65 両手 りょうて 

66 おじぎ 67 もう一度 いちど 

68 なかなか 69 放 はな す 70 

西洋 せいよう 71 チェス 72 

将棋 しょうぎ 73 もみじ 74 

タワー 75 おもちゃ 76 体 

からだ つき 77 ストーリー 78 

自転車 じてんしゃ 79 内容 

ないよう 80 離婚 りこん 81 

経験 けいけん 82 携帯 

けいたい 電話 でんわ 83 連絡 

れんらく 84 

ダイニングキッチン（ＤＫ） 

85 定食 ていしょく 86 省略 

しょうりゃく 87 初級 

しょきゅう88 中級 

ちゅうきゅう 89 組 く む 90 

箇所 かしょ 91 ロボット 92 

会話 かいわ 93 娘 むすめ 

さん 94 

コンピューターグラフィック

（ＣＧ） 95 技術 ぎじゅつ 96 

区別 くべつ 97 息子 むすこ 

98 快速 かいそく 電車 

でんしゃ 99 漢和 かんわ 辞典 

じてん 100 早退 そうたい 

148.  Введение грамматического 

материала по теме 2.  

世界のじゃんけん 

■単語の意味の確認 

【 布 握る 倒す 合わせる 表す 

出す 】 

■文型・表現 

「様子・類似」の文型 

（参考）推量の「よう」 

Xは（どうも）・・・ようだ 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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（1）『よう』 

1）Xは（まるで）・・・ようだ 

2）Xは（まるで）・・・ような

＋＜名詞＞ 

3）Xは（まるで）・・・ように

＋＜い・な形容詞/動詞＞ 

（2）みたい 

Xは（まるで）・・・みたいだ 

（3）AはBに／と（Xが）似てい

る／AとBは（Xが）似ている 

（4）AはBと（Xが）そっくりだ

／AとBは（Xが）そっくりだ 

その他の文型・表現 

（1）言葉の説明/定義  

1）X（というの）はどういう意

味ですか  

Xは・・・という意味/ことです 

2）Xというのは何（のこと）で

すか  

Xというのは・・・（のこと）で

す 

注）会話のくだけた表現では「

～というのは」が「～って」に

なる。 

（2）Aが・・・を、Bが・・・を

～ 

（3）『ところ』 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章をかいてみましょう。 

＜トピックの例＞ 

・『私の友だち』 

・『子供の遊び』 

■関連語の学習 
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（1）体の部分 

（2）動物の名前と数え方 

（3）「○○中（じゅう）」（※

その場所すべて） 

 

149.  Разговорная и письменная 

практика, тема 2. 

世界のじゃんけん 

 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

150.  Проверочная работа по теме 

2.  世界のじゃんけん 

 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

151.  Введение нового лексического 
материала по теме 3.  

不便な駐車場 

 

101 すぐ近 ちか く 102 ～建 

だ て 103 駐車場 

ちゅうしゃじょう 104 造 

つく った 105 料金 

りょうきん 106 やや 107 

アパート 108 家賃 やちん 109 

実 じつ は 110 止 と める 111 

階段 かいだん 112 上 のぼ る 

113 けっこう 114 つらい 115 

いっぱい 116 まあまあ 117 

経営者 けいえいしゃ 118 

アイディア 119 思 おも 

いつく 120 さっそく 121 

さらに 122 大成功 

だいせいこう 123 今 いま 

では 124 満車 まんしゃ125 

表示 ひょうじ 126 

かまわない 127 坂 さか 128 

練習 れんしゅう 129 

ダイエット 130 年末 

ねんまつ 131 自慢 じまん 132 

新入生 しんにゅうせい 133 

通訳 つうやく 134 番組 

ばんぐみ 135 学歴 がくれき 

136 実力 じつりょく 137 

お金持 かねも ち 138 古本屋 

ふるほんや 139 作家 さっか 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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152.  Введение грамматического 

материала по теме 3. 

不便な駐車場 
 

■単語の意味の確認 

【 建て つらい 上る いっぱい 

さっそく 思いつく 】 

■文型・表現 

「程度・変化」の文型・表現

（１） 

（1）程度の疑問副詞  

1）どれくらい／どれぐらい・・

・、どのくらい／どのぐらい 

2）どれだけ／どの程度 

（2）～より 

どのくらい／どれくらい／どれ

だけ／どの程度 

（3）～より 

＜程度の副詞（少し、ずっと、

かなり）＞ 

（4）AはBより／AよりBのほう

が ＜具体的な数字＞ 

（5）～ば～ほど・・・／～なら

～ほど 

（6）～＜名詞＞＋ほど 

（7）＜程度の副詞＞ 

（8）『今でも』『今では』 

その他の文型・表現 

（1）取り立てる表現  

1）＜名詞＞など 

注）「～など」は硬い言い方で

、くだけた言い方では「～なん

か」を使う。 

2）＜名詞＞なんて 

注）自分のことについて言うと

きの謙遜の用法 

注）硬い言い方で「～など」、

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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くだけた言い方で「～なんか」

の用法 

3）＜文＞なんて 

(2）～ことにする／した 

(3）それでは（どうして） 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞ 

・『私の住んでいる町』 

・『これからの計画』 

■関連語の学習 

（1）表示 

（2）「～場」の単語 

（3）「お金」と関係のある単語 

 

 

153.  Разговорная и письменная 

практика, тема 3. 

不便な駐車場 

 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

154.  Проверочная работа по теме 

3.  不便な駐車場 

 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

155.  Введение нового 

лексического 

материала по теме 4. 

アナウンスと親切 

 

140 ある人 ひと 141 鉄道 

てつどう 142 文句 もんく 143 

ホーム 144 放送 ほうそう 145 

なんとかする 146 

なんとかなる 147 たび 148 確 

たし かに 149 方 かた 150 

いらっしゃる 151 

ですけれども 152 慣 な れる 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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153 理解 りかい 154 私自身 

わたしじしん 155 アナウンス 

156 安全 あんぜん 157 公共 

こうきょう 158 ところが 159 

迷惑 めいわく 160 例 たと 

えば 161 複雑 ふくざつ 162 

けれども 163 放送 ほうそう 

が流 なが れる164 不親切 

ふしんせつ 165 周 まわ 

りの人 ひと 166 困 こま る 

167 助 たす ける 168 騒音 

そうおん 169 通勤 つうきん 

170 すっかり 171 慣 な れる 

172 酔 よ う 173 筆者 

ひっしゃ 174 財布 さいふ 175 

喫茶店 きっさてん 176 

クラシック 177 気 き に入 い 

る 178 品質 ひんしつ 179 全 

まった く 180 傘 かさ をさす 

181 一生懸命 

いっしょうけんめい 182 暗 

くら い（性格 せいかく ） 

183 チンパンジー 184 和語 

わご 185 漢語 かんご 186 

基本的 きほんてき 187 表 

あらわ す 188 プロ189 

アマチュア 190 選手 

せんしゅ 191 ハンドル 192 

筆記 ひっき 193 面接 

めんせつ 194 サッカー 195 

ラグビー 196 本文 ほんぶん 

197 意外 いがい 

156.  Введение грамматического 

материала по теме 4. 

アナウンスと親切 

 

■単語の意味の確認 

【 確かに（2回使う） 例えば 

すっかり なんとか 】 

【 文句 迷惑 助ける 流れる 理解 

】 

■文型・表現 

「対比・逆接」の文型・表現

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 



71 
 

（１） 

（1）＜対比・逆接の接続詞＞を

使って文をつなげる 

1）（Ａは）・・・が、・・・ 

2）（Ａは）・・・けど、・・・ 

※２）～４）の文は普通体も丁寧

体もある。 

3）（Ａは）・・・けれど（も） 

4）（Ａは）・・・。けれども、 

※１）～３）は＜前置き＞の用法

もある。 

5）（Ａは）・・・。だが 

6）（Ａは）・・。ですけれども 

7）（Ａは）・・・。でも 

8）（Ａは）・・・。しかし 

9）（Ａは）・・・。ところが 

※「のに」を使うと意外な気持ち

が強くなる） 

10）（Ａは）・・・のに 

11）（Ａは）・・。それなのに 

（2）『違う』『違い』 

1）ＡはＢと違って 

2）ＡとＢ（と）の違いは・・・

（という）ことです 

3）ＡがＢと違うのは・・・（と

いう）点です 

その他の文型・表現 

（1）～たびに 

（2）使役受け身文 

注）「使役て形＋もらう」の文

型との意味の違いに注意。 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って
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文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞  

・『私の家族』 

・『驚いたこと』 

・『大変だったこと』 

■関連語の学習 

（1）「○○員」の単語 

（2）会社の種類（○○会社） 

（3）産業の名前 

157.  Разговорная и письменная 

практика, тема 4. 

アナウンスと親切 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

158.  Проверочная работа по теме 

4. アナウンスと親切  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

159.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 5.  タイムカプセル 

 

198 20世紀 せいき 199 近 ちか 

づく 200 この 201 振ふ り 返 

かえ る 202 特集 とくしゅう 203 

寿命 じゅみょう 204 専門家 

せんもんか 205 医療 いりょう 

206 技術 ぎじゅつ 207 進歩 

しんぽ 208 ある程度 ていど 209 

延の ばす 210 可能 かのう 211 

冷凍 れいとう 212 大阪城 

おおさかじょう 213 埋う める 

214 タイムカプセル 215 万国 

ばんこく 博覧会 はくらんかい 

216 記念 きねん 217 直径 

ちょっけい 218 球 たま 219 当時 

とうじ 220 科学 かがく 221 芸術 

げいじゅつ222 たつ 223 状態 

じょうたい 224 うち 225 中身 

なかみ 226 感想 かんそう 227 

温泉 おんせん 228 学期 がっき 

229 教科書 きょうかしょ 230 

転勤 てんきん 231 独身 

どくしん 232 飼 か う 233 

かぜをひく 234 天気 てんき 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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予報 よほう 235 政府 せいふ 236 

消費税 しょうひぜい 237 地震 

じしん 238 宇宙 うちゅう 239 

法律 ほうりつ 240 

ドキュメンタリー 241 講義 

こうぎ 242 経営 けいえい 243 

用事 ようじ 244 キャンセル 245 

協力 きょうりょく 246 検査 

けんさ247 学歴 がくれき 248 

両側 りょうがわ 249 

アンケート 250 結果 けっか 251 

お 正月 しょうがつ 252 興味 

きょうみ 253 詳 くわ しい 254 

都心 としん 255 規則 きそく 256 

チャイム 257 休憩 きゅうけい 

258 モデル 259 出来事 できごと 

160.  Введение грамматического 

материала по теме 5. 

タイムカプセル 

 

■単語の意味の確認 

【 たつ 近づく 記念 中身 感想 

当時は この うち ある程度 】 

■文型・表現 

「伝聞」の文型・表現（１） 

（1）～そうだ 

（2）～ということだ 

（3）～らしい 

（4）＜情報のもと＞を示す表現 

1）～によると・・・ 

2）～によれば・・ 

3）～の話では・・・ 

4）（新聞）で読んだんですが、

・・・／（テレビ）で見たんで

すが、 

5）～から聞いたんですが、 

6）～から聞いたところによると

／ところでは 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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7）聞くところによると 

その他の文型・表現 

（1）～ことになった 

（2）～ことになっている 

（3）～ことになる 

（4）～ごとに 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞  

・『最近の出来事259』 

・『おもしろかったニュース』 

■関連語の学習 

◇ 物の形を表現する単語 

・丸、丸い、円、四角（四角形

）、四角い、三角（三角形）、

球 

・縦、横、高さ、幅、長さ、厚

さ 

・直径、半径、面積 

161.  Разговорная и письменная 

практика, тема 5. 

タイムカプセル 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

162.  Проверочная работа по теме 

5. タイムカプセル  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

163.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 6. 夢の自動運転 

 

260 高速 こうそく 道路 どうろ 

261 運転 うんてん 262 単調 

たんちょう 263 長時間 

ちょうじかん 264 スピードが 

出で る 265 ちょっとした 266 

不注意 ふちゅうい 267 事故 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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じこ （大事故 だいじこ ） 268 

運転手 うんてんしゅ 269 非常 

ひじょう に 270 目的地 

もくてきち 271 うとうと 272 

途中 とちゅう 273 代か わる 274 

将来 しょうらい 275 必要 

ひつよう 276 ＳＦ映画 えいが 

277 自動 じどう 278 研究 

けんきゅう 279 現在 げんざい 

280 距離 きょり 281 センサー 

282 測 はか る 283 衝突 

しょうとつ284 休憩 きゅうけい 

所 じょ 285 出発 しゅっぱつ 286 

ぐっすり 287 勇気 ゆうき 288 

泥棒 どろぼう 289 泥棒 

どろぼう が入 はい る 290 夫婦 

ふうふ 291 けんか 292 トラック 

293 図書館 としょかん 294 

休憩室 きゅうけいしつ 295 済 

す ませる 296 小説 しょうせつ 

297 出張 しゅっちょう 298 食事 

しょくじ 299 つもり 300 営業 

えいぎょう 301 

ゴールデンウィーク 302 帰国 

きこく 303 鳴 な く 304 

あきらめる 305 コンビニ 306 

ぶらぶら 307 作家 さっか 308 

テーマ309 作文 さくぶん 310 

夜中 よなか 311 拭 ふ く 312 泣 

な き出 だ す 313 ベンチ 314 

矢印 やじるし 315 非常 

ひじょう ベル 316 鳴 な る 317 

原因 げんいん 318 山火事 

やまかじ 319 手 て が伸 の びる 

320 腹 はら が立 た つ 321 

自動的 じどうてき に 322 紙 

かみ コップ 323 

ウインドーショッピング 324 

日記 にっき 

164.  Введение грамматического 

материала по теме 6. 

夢の自動運転 

 

■単語の意味の確認 

【 ちょっとした 起こる 途中で 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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衝突する ぐっすり 距離 休憩 

スピード 】 

■文型・表現 

「時」の文型・表現（１） 

（1）～する／した時 

（2）＜名詞＞＋まで 

（3）＜動詞辞書形＞＋まで 

（4）＜名詞＞＋まで 

（5）＜動詞辞書形＞＋まで 

（6）～間（あいだ） 

（7）～間（あいだ）に 

（8）「○○中（ちゅう）」の単

語 

会議中、営業中300、出張中、勉

強中、使用中、試験中、食事中

、電話中、休憩中 

（9）「○○中（ちゅう）に」の

単語 

午前中に、夏休み中に、ゴール

デンウィーク中に 

（10）「○○中（じゅう）に」

の単語 

今日中に、今週中に、今月中に

、今年中に 

（11）「○○中（じゅう）」の

単語 

一日中、一晩中、一年中 

（12）補助動詞 

1）～始める 

2）～続ける 

3）～終わる 

3）～出す 

その他の文型・表現 

1）～ようになっている 

（2）＜動詞辞書形／ない形＞こ
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とがある 

（3）『つい』 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞  

・『しなければならないこと』 

・『日本にいる間に』 

・『ついしてしまうこと』 

■関連語の学習 

◇ 自動車に関する単語 

165.  Разговорная и письменная 

практика, тема 6.  

夢の自動運転 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

166.  Проверочная работа по теме 

6. 夢の自動運転  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

167.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 7. ギネスブックに挑戦 

 

325 様々 さまざま 326 分野 

ぶんや 327 世界一 せかいいち 

328 記録 きろく 329 実 じつ に 

330 挑戦 ちょうせん 331 重 かさ 

ねる 332 限界 げんかい 333 破 

やぶ る 334 誕生 たんじょう 335 

物 もの づくり 336 以下 いか 

337 これら 338 載 の る 339 以外 

いがい 340 出来上 できあ がる 

341 ～だが 342 やりそうにない 

343 含 ふく む344 飛 と ばす 345 

それでは 346 紹介 しょうかい 

347 用意 ようい 348 半分 

はんぶん 349 折 お る 350 繰 く 

り返 かえ す 351 以上 いじょう 

352 申請 しんせい 353 気 き 

がする 354 相当 そうとう 355 厚 

あつ さ 356 はず 357 満腹 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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まんぷく 358 間 ま に合 あ う 

359 景色 けしき 360 失敗 

しっぱい 361 ボタン 362 競争 

きょうそう 363 激 はげ しい 364 

意見 いけん 365 手伝 てつだ う 

366 頼 たの む 367 雨 あめ 

がやむ 368 残念 ざんねん369 

調子 ちょうし 370 大丈夫 

だいじょうぶ 371 カレー 372 辛 

から い 373 画家 がか 374 

バーゲンセール 375 半額 

はんがく 376 賞品 しょうひん 

377 出席 しゅっせき 378 関係者 

かんけいしゃ 379 実力 

じつりょく 380 無理 むり 381 

コンタクトレンズ 382 節約 

せつやく 383 校内 こうない 384 

発見 はっけん 385 拍手 

はくしゅ 

168.  Введение грамматического 

материала по теме 7. 

ギネスブックに挑戦 

 

■単語の意味の確認 

【 とても 実に 限界 気がする 】 

【 載る 重ねる（2回使う） 

繰り返す 破る（2回使う） 】 

■文型・表現 

「様子・推測」の文型表現（1 

（1）～そうだ 

（2）（今にも）＜動詞（ます形

）＞そうだ 

（3）＜動詞（ます形）＞そうだ 

（4）＜動詞（ます形）＞そうも

ない／そうにない 

（5）＜い形容詞＞くなさそうだ 

注）「＜い形容詞＞そうではない」の

形もある。しかし『（～が）ない』は

いつも  

「（～が）なさそうだ」の形だけ。 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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（6）＜な形容詞／名詞＞ではな

さそうだ 

注）「＜な形容詞＞そうではない」の

形もあるが、あまり使わない。  

「＜名詞＞そうではない」の形はない 

その他の文型・表現 

（1）『以上』『以下』『以内』

『以外』  

1）～以上 

2）～以下 

3）～以内 

4）～以外 

（2）それでは 

（3）～としたら／すると／すれ

ば 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞  

・『チャレンジ』 

・『ギネスブック』 

■関連語の学習 

◇ 計算に関連する単語・表現 

 

169.  Разговорная и письменная 

практика, тема 7. 

ギネスブックに挑戦 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

170.  Проверочная работа по теме 

7. ギネスブックに挑戦  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

171.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 8. 100％の占い師 

 

386 せっかく 387 期待 きたい 

388 がっかり 389 反対 はんたい 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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に 390 予想 よそう 391 当 あ 

たる 392 前回 ぜんかい 393 

そんなところ 394 運 うん 395 

応援 おうえん 396 はずれる 397 

方 ほう 398 ごちそう 399 やはり 

400 占 うらな い師 し 401 

ばかり 402 なるほど 403 信 しん 

じる 404 宝 たから くじ 405 

～しそうもない 406 シリーズ 

407 ～作目 さくめ 408 ゆうべ 

409 酔 よ っ払 ぱら う410 急用 

きゅうよう 411 波 なみ 412 

金閣寺 きんかくじ 413 

ほっとする 414 入場 

にゅうじょう 者 しゃ 415 

ヒット 416 活躍 かつやく 417 

夢中 むちゅう 418 

もったいない 419 貯金 

ちょきん 420 裏 うら 421 お見舞 

みま い 

 

172.  Введение грамматического 

материала по теме 8. 

100％の占い師 

■単語の意味の確認 

【 出る とる ごちそうする 全く 

なるほど 方 前回 】 

■文型・表現 

「予想・期待」の文型・表現

（1） 

（1）～（だろう）と思っていた

が、・・・た 

（2）～（だろう）と思っていた

ら・・・た 

（3）～たら／と・・・た 

注）「～た。すると、～た」とい

う使い方もある。 

注）「～と～」には＜意外な結果

＞という意味があまり入らなくて

、二つの出来事をつなげる  

用法もある 

（4）せっかく～のに・・・（た

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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） 

注）「せっかく」には「せっかく 

～のだから・・・」の用法もある 

（5）思っていた／期待していた

より・・・ 

（6）思っていた／期待していた

ほど・・・ない 

注）（5）,（6）の文型では「予想

する」「心配する」も使われる。 

（7）予想に使われる副詞 ＜1＞ 

1）やはり、やっぱり～ 

注）上の文の「～が」「～けど」

は＜逆接＞ではなくて、＜前置き

＞の用法。 

2）意外にも～ 

（8）予想が当たる／はずれる 

その他の文型・表現 

◆ ～ばかり  

1）＜名詞＞ばかり 

2）＜動詞て形＞ばかりいる 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞  

・『残念だったこと』 

・『初めての体験』 

・『3億円が当たったら（当たっ

たとしたら』』 

■関連語の学習 

1. 「予想」と関連する単語 

2. 

「予」のつく単語（※前もって

～する） 
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173.  Разговорная и письменная 

практика, тема 8. 

100％の占い師 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

174.  Проверочная работа по теме 

8. 100％の占い師  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

175.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 9. やる気 

 

422 やる 気き 423 義務 ぎむ 424 

判断 はんだん 425 好奇心 

こうきしん 426 目標 

もくひょう 427 報酬 

ほうしゅう 428 要素 ようそ 429 

はっきりする 430 達成 

たっせい 431 さらに 432 目標 

もくひょう を 立た てる 433 

自信 じしん 434 満足感 

まんぞくかん 435 得え る 436 

つながる 437 刺激 しげき 438 

効果 こうか 439 弱 よわ まる 

440 より 441 求 もと める 442 

精神的 せいしんてき 443 

効果的 こうかてき 444 ほめる 

445 しかられる 

 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

176.  Введение грамматического 

материала по теме 9. やる気 

 

■単語の意味の確認 

【 やる気 目標 刺激 自信 満足 

報酬 】 

■文型・表現 

「原因・理由」の文型・表現1

（1）原因を表す表現 

1）＜名詞＞で 

2）＜い形容詞＞くて 

3）＜動詞て形＞ 

注）＜原因＞の時には、否定形

は「～ないで」ではなくて「～

なくて」を使う。 

4）～の／＜動詞た形＞ために 

注）一般的な因果関係を述べる

場合には、「＜動詞辞書形／な

い形＞ために」も使われる。 

5）～によって・・・／～によ

る～ 

（2）＜順接の接続詞＞を使っ

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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て原因・理由を表す 

1）～から、・・・／ですから 

2）だから 

3）～ので、・・・／それで、 

注）丁寧なお願いの文では「の

で」が使われる。 

注）目上の人に対して言い訳す

る時にも「ので」が使われる。 

（3）原因・理由をたずねる／

答える表現 

1）どうして／なぜ・・・んで

すか ◆ ～から。／～んです。 ◆ 

3）（どうして／なぜ・・・） 

～もの／もんですから。 

（だって）～もの／もん。 

（4）倒置文 

（※相手が知っている結果をも

う一度繰り返すことで理由の部

分を強調する）    

1）・・・のは～からだ 

2）・・・のは～ためだ 

その他の文型・表現 

（1）～ものだ 

（※物事の真理、当然） 

（2）より～ 

（※比較する対象は『今』『そ

の時』） 

（3）～なければいけない／～

なくてはいけない 

（→「～なければならない」「

～ないといけない」と同じ 

注）会話では縮約形が使われる

こともある。 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞ 

・『したかったこと／したくな

かったこと』 

・『やる気』 

■関連語の学習 

■聴解ミニテスト 

 

177.  Разговорная и письменная 

практика, тема 9. やる気  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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178.  Проверочная работа по теме 

9. やる気  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

179.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 10. しょうがない 

 

481 コーナー 482 ～好 す き 

483 国民 こくみん 484 上位 

じょうい 485 ランキング 486 

左右 さゆう する 487 考 

かんが え方 かた 488 説明 

せつめい 489 従 したが う 

490 真剣 しんけん 491 ただ 

492 流行 りゅうこう 493 結 

むす び付 つ ける 494 ～すぎ 

495 しょうがない 496 

あきらめる 497 ～なんて 498 

話題 わだい 499 かけて 500 

満員 まんいん 501 思 おも 

わず 502 改 あらた めて 503 

宣伝 せんでん 504 積 つ む   

505 あいつ 506 ひどい目 め 

507 コーチ 508 我慢 がまん 

する 509 政府 せいふ 510 

空気 くうき 511 セールス 512 

辞書 じしょ を引 ひ く 513 冷 

ひ やす 514 寄 よ る 515 跳 と 

び上 あ がる 516 叫 さけ ぶ 

517 主人公 しゅじんこう 518 

場面 ばめん 519 寝不足 

ねぶそく 520 都会 とかい 521 

カラス 522 現 あらわ れる 

523 飛 と び出 だ す  

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

180.  Введение грамматического 

материала по теме 10. 

しょうがない 

 

■単語の意味の確認 

【 しょうがない（2 回使う） 

改めて ～すぎ ～好き 】 

【 かける 従う 話しかける 

流行する 】 

■文型・表現 

「原因・理由」の文型・表現（

2） 

（1）なぜ／どうして 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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～か分からない 

2）なぜ／どうして 

～かというと、・・・からだ 

（3）『おかげ』 

1）～おかげで 

2）・・・のは、～おかげだ 

（4）『せい』 

1）～せいで 

1）・・・のは、～せいだ 

 

その他の文型・表現 

（1）＜動詞辞書形＞とか、＜

動詞辞書形＞（とか）・・・ 

（2）～ていく／くる 

→★Ｌ.13「～ていく／くる」 

注）「～てくる」：「何かをし

て、そして＜今いるところ＞に

戻る」という意味になる場合 

注）「～ていく」：「何かをし

て、そして＜どこか＞に行く」

という意味になる場合 

（3）（ただ／ちょっと）＜動

詞普通形＞だけだ／で・・・ 

（4）思わず 

■文型・表現練習 

■作文練習 

◇学習した文型・表現を使って

文章を書いてみましょう。 

＜トピックの例＞    

・『うれしかったこと』 

・『悲しかったこと』 

・『占い』 

■関連語の学習 

◇性格を表す単語 

 1. プラスイメージ 

2. マイナスイメージ 

■聴解ミニテスト 

181.  Разговорная и письменная 

практика, тема 10. 

しょうがない 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

182.  Проверочная работа по теме 

10. しょうがない  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

183.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 11. いろいろな選択 

 

518 選択 せんたく    

519 重大 じゅうだい 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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520 様々 さまざま    

521 悩 なや む    

522 つらい    

523 デザート    

524 一方 いっぽう    

525 構 かま 

わない    

526 何 なん でもない    

527 目 め がない    

528 感想文 かんそうぶん 

529 子 こ    

530 読書 どくしょ    

531 迷 まよ う    

532 並 なら べる    

533 神様 かみさま    

534 天 てん 神様 じんさま    

535 指 さ す    

536 すべて    

537 うまくいく    

538 校長 こうちょう 

539 発表 はっぴょう 

540 有難 ありがた い 

541 物理 ぶつり    

542 生物 せいぶつ 

543 上司 じょうし    

544 都市 とし    

545 熱心 ねっしん    

546 ばからしい    

547 先輩 せんぱい    

548 後輩 こうはい    

549 親友 しんゆう    

550 湖 みずうみ    

551 何 なに よりも    

552 活躍 かつやく    

553 きのこ    

554 野原 のはら    

555 世 よ の中 なか 

556 一部 いちぶ    

557 のんびり 

184.  Введение грамматического 

материала по теме 11. 

いろいろな選択 

 

■単語の意味の確認 

【 指す 迷う 悩む 何でもない 

重大 全て 】 

■文型・表現 

「比較」の文型・表現（2） 

（1）『まし』 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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1）ＡのほうがＢよりましだ 

Ａも・・・けれど、Ｂよりま

しだ 

注）慣用表現で「何もないよ

りましだ／何も～よりましだ

」もある。 

注）『まだ』を入れると「B 

は悪すぎる／ひどすぎる」と

いう気持ちが強調される。 

2）Ｂするくらいなら、Ａし

たほうがましだ 

（2）Ａほど～＜名詞＞は（

ほかには）ない 

（3）ＸはＡというより（も

）、むしろＢ 

その他の文型・表現 

（1）～にとって（は） 

注）「～として」は、どんな

立場・資格・種類かを示す表

現。「～にとって」とは使い

方が違う 

（2）＜動詞た形＞ものだ 

（3）～も・・・ば、～も 

（3）『かえって』 

■文型・表現練習 

■作文練習  

 

◇学習した文型・表現を使っ

て文章を書いてみましょう  

＜トピックの例＞   

・『すばらしい人』 

・『大切なもの』 

・『思い出』 

・『決め方』 

■関連語の学習 

◇ 人の一生に関連する単語 

■聴解ミニテスト 

185.  Разговорная и письменная 

практика, тема 11. 

いろいろな選択 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

186.  Проверочная работа по теме 

11. いろいろな選択  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

187.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 12. 格言・名言 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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558 におい（匂 にお 

い・臭 にお 

い）    

559 香 かお り    

560 臭 くさ い    

561 寂 さみ しい    

562 バラ    

563 腐 くさ る    

564 一層 いっそう    

565 豊 ゆた か    

566 格言 かくげん    

567 名言 めいげん    

568 呼 よ ぶ    

569 たとえ    

570 航海 こうかい    

571 抽象的 ちゅうしょうてき 

572 理解 りかい    

573 物語 ものがたり 

574 重要 じゅうよう 

575 重 おも み    

576 ろうそく    

577 後者 こうしゃ    

578 哲学者 てつがくしゃ    

579 海水 かいすい 

580 のど 

581 渇 かわ く    

582 のどが渇 かわ 

く    

583 友情 ゆうじょう 

584 恋 こい    

585 せりふ    

586 気 き に入 い 

る    

587 焼 や き肉 にく 

588 冷蔵庫 れいぞうこ    

589 肌 はだ    

590 もち    

591 心臓 しんぞう    

592 とげ    

593 旅 たび    

594 恋愛 れんあい    

595 格闘技 かくとうぎ    

596 第一 だいいち    

597 3高 こう    

598 条件 じょうけん 
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599 シルバー産業 さんぎょう   

600 どんどん    

601 選挙 せんきょ    

602 野党 やとう    

603 変化 へんか    

604 温暖化 おんだんか 

605 大昔 おおむかし 

606 煙 けむり  

607 光 ひかり    

608 メッセージ    

609 工夫 くふう    

610 正確 せいかく    

611 焦 こ げる    

612 フルーツ    

613 羽 はね    

614 第二 だいに    

615 故郷 こきょう    

616 第二 だいに の故郷 

こきょう    

617 定年 ていねん    

618 退職 たいしょく   

619 第二 だいに の人生 

じんせい  

620 万年 まんねん    

621 平社員 ひらしゃいん    

622 エリートコース    

623 均一 きんいつ    

624 減 へ らす    

625 代表的 だいひょうてき 

626 演技 えんぎ    

627 ボディ    

628 帯 お びる 

629 板 いた    

630 しゃべる    

631 はまる    

632 化学 かがく 調味 

ちょうみ 

料 りょう 

633 成分 せいぶん    

   

188.  Введение грамматического 

материала по теме 12. 

格言・名言 

 

■単語の意味の確認 

【 におい 香り 豊か 重要 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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一層 気に入る 】 

■文型・表現 

「様子・類似」の文型・表現

（2） 

（1）A を B 

にたとえる（と・・・）／Ａ

はＢにたとえられる 

（2）ＡはいわばＢ（のよう

なもの）だ 

その他の文型・表現 

（1）言い換え・説明のため

の接続詞／表現  

1）『いわゆる』 

2）『つまり』 

「Ａ、つまりＢ」 

「つまり、・・・のだ」 

「つまり、・・・というこ

とだ」 

（2）Ｘを～と呼ぶ 

（3）～によって 

（4）におい／音／味がする 

■文型・表現練習 

■作文練習 

＜トピックの例＞   

・『クラスメート』 

・『私の国』 

・『私の好きな言葉』 

■関連語の学習 

■聴解ミニテスト 

189.  Разговорная и письменная 

практика, тема 12. 

格言・名言 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

190.  Проверочная работа по теме 

12. 格言・名言  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

191.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 13. 子供の時の夢 

 

634 地元 じもと    

635 就職 しゅうしょく 

    

636 引 ひ っ越 こ 

し    

637 押 お し入 い 

れ    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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638 整理 せいり    

639 奥 おく    

640 文 ぶん 

集 しゅう 

641 題名 だいめい 

642 職業 しょくぎょう 

643 懐 なつ 

かしい    

644 現実 げんじつ    

645 実現 じつげん    

646 一般的 いっぱんてき    

647 あこがれる    

648 単純 たんじゅん 

649 当然 とうぜん    

650 調査 ちょうさ    

651 たいてい    

652 実際 じっさい に    

653 成長 せいちょう 

654 適性 てきせい    

655 限界 げんかい    

656 食 た べ物 もの 

屋 や 

657 学 まな ぶ    

658 目指 めざ す    

659 お礼 れい    

660 暮 く らす    

661 緑 みどり    

662 パレード    

663 考 かんが えが浮 う 

かぶ    

664 不安 ふあん    

665 アトラクション    

666 滝 たき    

667 凍 こお る    

668 交番 こうばん    

669 立派 りっぱ な    

670 老後 ろうご    

671 世界 せかい 

一周 いっしゅう 

672 舟 ふね    

673 川 かわ 

下 

くだ 

り    

674 上流 じょうりゅう 

675 観客 かんきゃく 
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676 興奮 こうふん    

677 増加 ぞうか    

678 セールスマン    

679 たいしたこと    

680 機会 きかい 

192.  Введение грамматического 

материала по теме 13. 

子供の時の夢 

 

■単語の意味の確認 

【 実際に 当然 懐かしい 一部 

現実 】 

【 実現 作業 調査 学ぶ 

目指す あこがれる 】 

■文型・表現 

「程度・変化」の文型・表現

（2） 

（1）変化を表す基本文型『

～（に）なる』  

1）名詞  

2）な形容 

3）い形容詞 

4）動詞 

（2）～てくる／いく 

1）＜動作の動詞＞の場合 

2）＜変化の動詞＞の場合 

3）＜感覚・思考の動詞＞の

場合 

注）「雨が降り始めた」とい

う意味で、「雨が降ってきた

」という言い方もできるが、

「～てきた」は 

実際にそこにいる時に使われ

るのが普通 

（3）～につれて・・・、～

にしたがって・ 

（4）Ｘは＜動詞普通形＞＋

ほどだ／ほど・・・＋ほどで

はない 

注）上の用法は「くらい」を

使っても同じ表現ができる。 

注）しかし、否定文の時には

「ほど」だけが使える。 

（5）＜数＞＋ばかり 

注）お願いの文で使う場合に

は、その数だけ欲しいという

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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ことをやわらかく伝えること

ができる。 

注）慣用句「少しばかり」 

その他の文型・表現 

～たいものだ 

■文型・表現練習 

■作文練習 

＜トピックの例＞   

・『私の生活』 

・『町の変化』 

・『子供のころの夢』 

■関連語の学習 

◇ 専門的な職業の単語 

■聴解ミニテスト 

 

193.  Разговорная и письменная 

практика, тема 13. 

子供の時の夢 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

194.  Проверочная работа по теме 

13. 子供の時の夢  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

195.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 14. 笑いの効果 

 

681 チーズ    

682 笑顔 えがお    

683 苦手 にがて    

684 にこにこ    

685 にやにや    

686 無愛想 ぶあいそう    

687 笑 わら い    

688 不思議 ふしぎ    

689 隠 かく す    

690 隠 かく れる    

691 これまで    

692 落語 らくご    

693 漫才 まんざい    

694 血液 けつえき    

695 細胞 さいぼう    

696 NK 細胞    

697 ウイルス    

698 ガン    

699 殺 ころ す    

700 働 はたら き    

701 約 やく    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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702 割 わり    

703 約 やく 7割 わり 

704 おかしい    

705 思 おも い切 き 

り    

706 限 かぎ る    

707 割合 わりあい    

708 ～対 たい ～    

709 免疫力 めんえきりょく 

710 （病気 びょうき 

に）かかる    

711 にくい    

712 かかりにくい    

713 病 やまい    

714 気 き    

715 門 かど    

716 福 ふく    

717 来 き たる    

718 ことわざ    

719 どうやら    

720 ぶつける    

721 国語 こくご    

722 数学 すうがく    

723 どちらかと言 い 

うと    

724 一般 いっぱん 

725 企業 きぎょう    

726 日本海 にほんかい    

727 太平洋 たいへいよう 

728 列 れつ 

729 がらがら    

730 美術 びじゅつ    

731 進学 しんがく    

732 得意 とくい    

733 週刊誌 しゅうかんし    

734 20代 だい    

735 30代 だい    

736 前半 ぜんはん    

737 後半 こうはん    

738 独身 どくしん    

739 双子 ふたご    

740 同僚 どうりょう 

741 帰宅 きたく    

742 居酒屋 いざかや    

743 中央 ちゅうおう 

744 両側 りょうがわ 
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745 （寿司 すし の）ねた    

746 新鮮 しんせん    

747 （お店 みせ 

が）一軒 いっけん    

748 （気持 きも ちが）通 

つう 

じる    

749 大勢 おおぜい 

750 ハイキング    

751 訪 おとず 

れる 

752 生産 せいさん    

753 派手 はで    

754 ヘアスタイル    

755 雪国 ゆきぐに    

756 積 つ もる    

757 切符 きっぷ    

758 コンクール    

759 日当 ひあ たり 

 

196.  Введение грамматического 

материала по теме 14. 

笑いの効果 

 

■単語の意味の確認 

【 隠す 限る 高まる 働き 

苦手 不思議 思い切り 

どうやら 】 

■文型・表現 

「対比・逆接」の文型・表現

（2） 

（1）Ａは ～ 

のにたいして、Ｂは・・・ 

（2）Ａは・・・。それに対

して、Ｂは・・・ 

注）「～に対して」は「対す

る」という動詞の基本的な使

い方がある。 

（3）Ａは・・・。一方、Ｂ

は・・・ 

（4）Ａは・・・。ところが

、Ｂは・・・ 

その他の文型・表現 

（1）書き言葉のスタイル 

注）い形容詞、名詞／な形容

詞の否定形、そして「ない」

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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の場合は「～く」を使う 

（2）たとえ ～ても、・・・ 

（3）また 

■文型・表現練習 

■作文練習 

＜トピックの例＞  

・『お店』 

・『私の健康法』 

■関連語の学習 

◇擬態語（感情の表現） 

■聴解ミニテスト 

 

197.  Разговорная и письменная 

практика, тема 14. 

笑いの効果 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

198.  Проверочная работа по теме 

14. 笑いの効果  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

199.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 15.  絵はがき～富士登山 

 

760 いかが    

761 過 す ごす    

762 五合目 ごごうめ    

763 クーラー    

764 効 き く    

765 頂上 ちょうじょう 

766 真夏 まなつ    

767 リュックサック    

768 雨具 あまぐ    

769 ウール    

770 セーター    

771 落石 らくせき    

772 無事 ぶじ に    

773 山小屋 やまごや    

774 仮眠 かみん    

775 日 ひ の出 で 

776 早朝 そうちょう 

777 教 おそ わる    

778 ばか    

779 とにかく    

780 広 ひろ がる    

781 広 ひろ げる 

782 雲 くも    

783 海 うみ    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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784 雲 くも の海 うみ 

785 ご来光 らいこう    

786 景色 けしき    

787 想像 そうぞう    

788 わくわく    

789 大 おお 

ばか    

790 お土産 みやげ    

791 冷房 れいぼう    

792 夜中 よなか    

793 幅 はば    

794 衝突 しょうとつ 

795 退院 たいいん 

796 一安心 ひとあんしん    

797 上京 じょうきょう 

798 シルバー（お年寄 としよ 

り）    

799 ますます    

800 化粧 けしょう    

801 仲良 なかよ く    

802 仲良 なかよ し    

803 ストライキ    

804 物価 ぶっか    

805 エスニック料理 りょうり 

806 クローン    

807 テーマパーク    

808 読解 どっかい    

809 総合的 そうごうてき    

810 段 だん    

811 白 しろ 

帯 おび    

812 昨年 さくねん    

813 急用 きゅうよう 

814 今世紀 こんせいき    

815 迷惑 めいわく 

200.  Введение грамматического 

материала по теме 15. 

絵はがき～富士登山 

 

■単語の意味の確認 

【 とる きく 教わる 広がる 

とにかく 不安 無事 想像 】 

■文型・表現 

「伝聞」の文型・表現（2） 

（1） ～とのことだ 

注）フォーマルな会話や書き

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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言葉では「～とのこと、・・

・」の形も使われる。 

注）伝言を伝える場合にも使

われる → 

★会話の文型・表現 

（2） ～という 

（3） 

～と聞いた／聞いている 

注）「聞いている」の形は＜

今それを聞いている＞という

意味ではない。 

1）基本的な文型 

2）「～と聞いた／聞いてい

るんですが、～」 

3）「～と聞いていたんです

が、～」 

（4）～と言われている 

その他の文型・表現 

（1）～だけでなく、～も 

（3）『ちなみに』 

■文型・表現練習 

■作文練習 

・『絵はがき』 

■関連語の学習 

■聴解ミニテスト 

201.  Разговорная и письменная 

практика, тема 15. 

絵はがき～富士登山 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

202.  Проверочная работа по теме 

15. 絵はがき～富士登山  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

203.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 16. 梅雨 

 

816 中旬 ちゅうじゅん 

817 梅雨 つゆ    

818 列島 れっとう    

819 南北 なんぼく    

820 細長 ほそなが い    

821 地方 ちほう    

822 時期 じき    

823 雨量 うりょう    

824 異 こと なる    

825 入 はい る（梅雨 つゆ 

に入 はい る）    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 



99 
 

826 明 あ ける（梅雨 つゆ 

が明 あ 

ける）    

827 しとしと    

828 青空 あおぞら    

829 集中的 しゅうちゅうて 

830 洪水 こうずい    

831 被害 ひがい    

832 被害 ひがい が出 で 

る    

833 資源 しげん    

834 水資源 みずしげん 

／水資源 すいしげん    

835 水不足 みずぶそく    

836 湿度 しつど    

837 じめじめ    

838 湿 しめ った 

839 干 ほ す    

840 かび    

841 食中毒 しょくちゅうどく 

842 気象庁 きしょうちょう    

843 梅雨明 つゆあ け    

844 からっと    

845 商売 しょうばい 

846 生産 せいさん 

量 りょ 

847 出荷 しゅっか    

848 影響 えいきょ 

849 水着 みずぎ    

850 洗濯 せんたく    

851 洗濯物 せんたくもの    

852 国籍 こくせき    

853 年齢 ねんれい    

854 向 む く    

855 おにぎり    

856 咲 さ く    

857 方言 ほうげん    

858 身 み に付 つ 

く    

859 髪型 かみがた    

860 年代 ねんだい    

861 関東 かんとう    

862 東海 とうかい 

863 屋台 やたい    

864 たまる    

865 慌 あわ てる    
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866 首相 しゅしょう 

867 インタビュー    

868 政治家 せいじか    

869 優勝 ゆうしょう 

870 信頼 しんらい    

871 遠慮 えんりょ    

872 平等 びょうどう 

873 ミス    

874 賞味 しょうみ    

875 期限 きげん    

876 賞味 しょうみ 期限 

きげん 

204.  Введение грамматического 

материала по теме 16. 梅雨 

 

■単語の意味の確認 

【 出る 明ける 干す 湿る 

異なる 生える 】 

■文型・表現 

「時」の文型・表現（2） 

（1）～うちに 

1）名詞 

2）い形容詞、な形容詞 

3）動詞（「いる」「ある」 

4）～ている（1）＜状態＞ 

5）否定形 

注）「～てから、それをする

」のが普通なのに「～する前

にそれをする」という気持ち

が入る場合がある。 

6）～ている（2）＜動作＞（

＜状態＞） 

（2）ＡからＢにかけて 

注）「～から～まで」と違っ

て、期間ははっきり示さない

。そして＜連続＞ではない場

合もある。 

注）＜場所＞を表す場合もあ

る。 

その他の文型・表現 

（1）～がち   

 1）＜名詞＞がち 

2）＜動詞（ます）形＞がち 

（2）（いかにも）～らしい

、～らしい～ 

（3）＜動詞辞書形／ない形

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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＞ことだ 

注）書き言葉では「～こと」

で文章を終える。意味は「～

てください」「～ないでくだ

さい」 

■文型・表現練習 

■作文練習 

・『私の国の季節』 

■関連語の学習 

（1）天気についての単語、

雨・風の擬態語 

（2）自然災害に関連する単

語 

■聴解ミニテスト 

205.  Разговорная и письменная 

практика, тема 16. 梅雨  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

206.  Проверочная работа по теме 

16. 梅雨  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

207.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 17. トリックアート 

 

877 決 けっ して    

878 錯覚 さっかく    

879 白 しろ っぽい    

880 三角形 さんかっけい    

881 浮 う き上 あ 

がる    

882 線 せん を引 ひ 

く    

883 婦人 ふじん    

884 斜 なな め    

885 見方 みかた    

886 老婆 ろうば    

887 部分 ぶぶん    

888 首飾 くびかざ り    

889 意識 いしき する    

890 現 あらわ れる    

891 どきっ    

892 体験 たいけん 

する    

893 トリックアート    

894 美術館 びじゅつかん    

895 展示 てんじ    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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896 作品 さくひん    

897 どれも    

898 平面 へいめん 

899 額縁 がくぶち    

900 含 ふく める    

901 直接 ちょくせつ 

902 特殊 とくしゅ    

903 ペンキ    

904 塗 ぬ る    

905 室内 しつない    

906 薄暗 うすぐら い    

907 立体的 りったいてき    

908 少年 しょうねん 

909 振 ふ り向 む 

く    

910 後 うし ろ 姿 すがた    

911 実感 じっかん    

912 本棚 ほんだな    

913 崩 くず れる    

914 退屈 たいくつ    

915 緊張 きんちょう 

916 裏 うら がある    

917 喫煙 きつえん    

918 数人 すうにん    

919 ひく    

920 大勢 おおぜい 

921 眼鏡 めがね    

922 ぺらぺら 

923 電球 でんきゅう 

924 国技 こくぎ    

925 課長 かちょう    

926 おごる    

927 鳩 はと    

928 公衆 こうしゅう 

電話 でんわ    

929 ヨット    

930 大西洋 たいせいよう    

931 値上 ねあ がり    

932 ベランダ    

933 だます    

934 落 お ち着 つ 

く    

935 演奏 えんそう    

936 5人前 にんまえ    

937 刑事 けいじ    

938 さぼる    
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939 アイススケート    

940 ヘリコプター 

208.  Введение грамматического 

материала по теме 17. 

トリックアート 

 

■単語の意味の確認 

【 体験する 実感する 含める 

現れる ひく 決して 】 

■文型・表現 

「様子・推測」の文型・表現

（2） 

（1） 

「～そうだ」のバリエーショ

ン 

1）～そうになっている 

～そうにしている 

2）～そうに見える 

3）～そうな気がする 

～そうな感じがする／感じだ 

4）～そうに＜動詞＞ 

5）～そうになった 

注）同じ意味で「もう少しで

～ところだった」 

（2）（きっと）～に違いな

い 

注 

1）確信はないが、その可能

性はあると言う時には「（も

しかしたら）～かもしれない

」 

注 

2）誰が考えても、論理的に

そうなると思った時には「～

はずだ」を使って客観的に説

明 

注 

3）「～はず」は『＜過去の

こと＞←＜現在のこと＞』の

判断には使えない。 

その時は「～にちがいない」

を使う。「はず」はいつも論

理的に『＜X＞→＜Y＞』。 

（3）～はずがない 

注）注 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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2）のように「はず」は論理

的な判断だから、結果（＝現

実）と違うこともある 

その他の文型・表現 

（1）～である／～ではない 

（2）～ことに（は） 

1）い形容詞／な形容詞 

2）動詞「～たことに」 

（3）～ものだ（ね） 

～もんだ（ね） 

1）い形容詞 

2）「たいしたものだ」「困

ったものだ」 

3）その他 

4）「よく（まあ）・・・も

のだ」 

■文型・表現練習 

■作文練習 

・『不思議なこと 

■関連語の学習 

◇「～っぽい」の単語  

 1. 

色について、全体的にそうい

う色に見える 

2. ○○が多く含まれている 

3. 

形容詞や名詞について、その

ように見える。 

4. 

動詞について、すぐそうなっ

てしまう 

■聴解ミニテスト 

209.  Разговорная и письменная 

практика, тема 17. 

トリックアート 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

210.  Проверочная работа по теме 

17. トリックアート  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

211.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 18. 行列のできる店  

 

941 誘 さそ う    

942 ラーメン    

943 行列 ぎょうれつ 

944 すでに    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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945 （列 れつ 

に）つく    

946 案外 あんがい    

947 ～近 ちか 

く    

948 しばらくして    

949 注文 ちゅうもん 

950 オーバー    

951 ついに    

952 手 て に入 い 

れる    

953 味 あじ わう    

954 全 まった く    

955 出前 でまえ    

956 裏切 うらぎ る    

957 元々 もともと    

958 別 べつ 

に    

959 大方 おおかた 

（の予想 よそう ）    

960 主演 しゅえん    

961 視聴率 しちょうりつ    

962 トップ    

963 無名 むめい 

964 売 う り上 あ 

げ    

965 曲 きょく 

966 寒気 さむけ    

967 易 やさ しい    

968 この分 ぶん では    

969 本物 ほんもの    

970 新作 しんさく    

971 お似合 にあ い    

972 カップル    

973 海苔 のり 

 

212.  Введение грамматического 

материала по теме 18. 

行列のできる店  

 

■単語の意味の確認 

【 近く すでに しばらくして 

元々 全く 】 

■文型・表現 

「予想・期待」の文型・表現

（2） 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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（1）予想した通り、思って

いた通り 

（2）予想／期待通り・・・ 

（3）予想／期待に反して 

（4）期待を裏切る 

（5）予想に使われる副詞＜2 

1）『案の定』 

2）『案外』 

注）「意外にも」と違って、

必ず程度の形容詞か副詞があ

る。予想と反対の結果には使

えない。 

3）『まさか』 

まさか～とは（思わなかった 

まさか～はずがない 

4）『まさに』  

 

まさに～通り（とおり／どお

り）・・・ 

その他の文型・表現 

（1）～ずに・・・ 

（2）『ついに』 

注）「やっと」と大体同じだ

が、大きな出来事によく使う 

注）「やっと」と違って、実

現しなかったことについても

使える。 

■文型・表現練習 

■作文練習 

・『予想と現実』 

・『行列のできる店』 

■関連語の学習 

◇ 

食事・料理に関連する単語 

■聴解ミニテスト 

213.  Разговорная и письменная 

практика, тема 18. 

行列のできる店  

 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

214.  Проверочная работа по теме 

18. 行列のできる店  

 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

215.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 19. 素朴な疑問 

 

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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973 小学 しょうがく 

1年 ねん    

974 素朴 そぼく な    

975 疑問 ぎもん    

976 幼稚園 ようちえん    

977 適当 てきとう    

978 うまく    

979 納得 なっとく    

980 年 とし （年齢 ねんれい 

）    

981 ごまかす    

982 いい加減 かげん    

983 関心 かんしん    

984 ゲスト    

985 科学的 かがくてき    

986 哲学的 てつがくてき    

987 感心 かんしん    

988 逆 ぎゃく 

に    

989 普段 ふだん    

990 環境 かんきょう  

991 アドバイス    

992 ライバル    

993 あっという間 ま 

に    

994 クラス中 じゅう 

995 気軽 きがる に 

996 引 ひ き受 う 

ける    

997 狂 くる う    

998 任 まか せる    

999 習慣 しゅうかん 

1000 前 まえ もって    

1001 専門 せんもん    

1002 用語 ようご    

1003 専門 せんもん 用語 

ようご    

1004 退学 たいがく    

1005 長旅 ながたび    

1006 亡 な くす    

1007 離 はな れる    

1008 一人 ひとり 暮 ぐ 

らし    

1009 出場 しゅつじょう 

1010 後悔 こうかい    

1011 社会 しゃかい 人 じん 
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1012 親 しん せき    

1013 知 し り合 あ 

い    

1014 決意 けつい 

216.  Введение грамматического 

материала по теме 19. 

素朴な疑問 

 

■単語の意味の確認 

【 関心 感心 納得 うまく 

普段 本当に 本当は 逆に 】 

■文型・表現 

「原因・理由」の文型・表現

（3）  

1）～からこそ・・（のだ） 

1）普通の使い方 

2）＜逆接＞の使い方 

（2）～ばかりに 

（3）～からには・・・ 

1）義務・必要 

注）不必要（「～なくてもい

い」「必要ない」）の文型も

ある。 

2）希望・意志 

3）命令・アドバイス・禁止 

その他の文型・表現 

（1）＜動詞（ます）形＞＋

ようがない 

（2）～わけにはいかない 

注）「～ないわけにはいかな

い」のように否定が 2 

つある場合もある。 

（3）さぞ・・・（こと）だ

ろう 

■文型・表現練習 

■作文練習 

・『私の決意』 

・『私の疑問』 

■関連語の学習 

◇教育に関する単語  

1. 学校と学年 

2. 教科・科目 

■聴解ミニテスト 

 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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217.  Разговорная и письменная 

практика, тема 19. 

素朴な疑問 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

218.  Проверочная работа по теме 

19. 素朴な疑問  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

219.  Введение нового 

лексического материала по 

теме 20. 

車のコミュニケーション 

 

1015 運転 うんてん    

1016 免許 めんきょ    

1017 運転 うんてん 免許 

めんきょ    

1018 教習所 

きょうしゅうじょ 

    

1019 学習 がくしゅう 

1020 身 み につける    

1021 同士 どうし    

1022 コミュニケーション    

1023 交 か わす    

1024 合図 あいず    

1025 ヘッドライト    

1026 点滅 てんめつ   

1027 対向車 たいこうしゃ    

1028 譲 ゆず る    

1029 すれ違 ちが 

う    

1030 クラクション    

1031 軽 かる く    

1032 鳴 な らす    

1033 無理 むり に    

1034 車線 しゃせん    

1035 割 わ り込 こ 

む    

1036 ハザードランプ    

1037 本来 ほんらい 

1038 ～合 あ 

う 

1039 お互 たが 

い    

1040 共通 きょうつう 

1041 同様 どうよう    

1042 誤解 ごかい    

 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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1043 言 い い間違 まちが い    

1044 不快 ふかい    

1045 うっかり    

1046 快適 かいてき    

1047 スムーズ    

1048 廊下 ろうか    

1049 袋 ふくろ  

1050 そんなに    

1051 丈夫 じょうぶ    

1052 破 やぶ れる    

1053 完全 かんぜん に    

1054 徹夜 てつや    

1055 文型 ぶんけい 

1056 全員 ぜんいん    

1057 そろう    

1058 我 わ が社 しゃ 

1059 発展 はってん    

1060 穴 あな    

1061 ネズミ    

1062 検討 けんとう する 

1063 電柱 でんちゅう 

1064 レポート    

1065 下書 したが き    

1066 清書 せいしょ    

1067 ～泊 はく 

～日 にち 

1068 盗 ぬす む    

1069 小銭 こぜに    

1070 大金 たいきん    

1071 出世 しゅっせ    

1072 油断 ゆだん する    

1073 乗 の り過 す 

ごす    

1074 ブルーベリー    

1075 成分 せいぶん    

1076 含 ふく まれる    

1077 入学金 にゅうがくきん 

1078 中古車 ちゅうこしゃ    

1079 新車 しんしゃ 

220.  Введение грамматического 

материала по теме 20. 

車のコミュニケーション 

 

■単語の意味の確認 

【 誤解 合図 無理に 譲る 

すれ違う とる 身につける 】 

 2 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 
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■文型・表現 

「説明・結論」の文型・表現  

（1）～わけだ  

1）（～から）・・・わけだ  

2）（～と／～たら／～ば／

～から）・・・わけだ  

3）（このように／つまり）

・・・（という）わけだ  

（2）～わけではない  

1）（～という）わけではな

い  

注）会話では「そういうわけ

ではない」がよく使われる。  

2）～といっても・・・（と

いう）わけではない  

注）「～わけではない」の部

分を言わないで、言いたい部

分だけの場合もある。  

（3）～からといって（いつ

も／必ずしも／みんな）・・

・とは限らない／というわけ

ではない  

注）「～とは限らない／わけ

ではない」の部分を言わない

で、言いたい部分だけの場合

もある。  

その他の文型・表現    

（1）『わざわざ』 

注）会話ではそれをしてくれ

た人に対して感謝の気持ちを

表す場合もある。 

（2）『うっかり』 

■文型・表現練習 

■作文練習 

＜トピックの例＞   

・『誤解』 

・『失敗』 

・『ボディーランゲージ』 

■関連語の学習 

1. 

体を使ったコミュニケーショ

ン（あいさつ、ボディーラン

ゲージ） 

2. 「～合う」の単語 

■聴解ミニテスト 
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221.  Разговорная и письменная 

практика, тема 20. 

車のコミュニケーション 
 1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

222.  Проверочная работа по теме 

20. 車のコミュニケーション  1 

 ОК-5, ОПК-

5, ПК-1 

223.   

Итог:   323.5 

  

 

 

3.2. Самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося. 

 

Самостоятельная работа 

Всего 
часов 

По 
учебно

му 
плану 

   Объем по семестрам  

 

 

1 

 

 

2 3 4 

 

 

5 
 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Проработка материала практических занятий, 
выполнение домашних заданий 

398.8 
49.8 49.8 

49.8 49.8 
49.8 49.8 49.8 49.8 

Выполнение контрольных компьютерных тестов          

Всего          
 

3.2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Вся самостоятельная работа для студентов является обязательной и выполняется при помощи 

компьютерного тестирования по трем направлениям: 

1. Практическая иероглифика начального уровня 

2. Лексика  

3. Грамматика 

Вся система доступна по коду студента в системе quizlet https://quizlet.com/kseniya_polyakova4 
 

 

IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 

«Практикум по межкультурной коммуникации» 

а) основная литература 
 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 
 

1.  Susumu Nagara Japanese for Everyone. A Functional 

Approach to Daily Communication. – Gakken 1990 

 

 

2.  Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka, Eriko 

Ishii Basic Kanji Book Vol. 1. Bonjinsha Co., LTD. – 

1990 
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3.  Chieko Kano, Yuri Shimizu, Hiroko Takenaka, Eriko 

Ishii Basic Kanji Book Vol. 2. Bonjinsha Co., LTD. – 

1990 

 

 

4.  
 

 

5.    

6.    

 

 

 

в) дополнительная литература 
 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций 
 

1.  楽しく聞こうI. － 

文化外国語専門学校日本語課程 (Tanoshiku Kiko. 

Bunka Institute of Language) 1992 

 

 

2.  Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика 

японского языка. – М.: Живой язык, 2001 

 

 

3.  絵・くらす活動集131 （E Kurasu 

Katsudoshu)スリーエーネットワーク1996 

 

 

4.  日本語コミュニケーションゲーム80 （80 

Communication Games for Japanese Language 

Teachers) The Japan Times. -1993 

 

 

5.  Seiichi Makino, Michio Tsutsui A Dictionary of Basic 

Japanese Grammar. – The Japan Times, 1986 

 

 

6.    

7.    

 

 

в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8 (Номер лицензии 64690501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311) 

3. Статистическая диалоговая система STADIA v.8  (требование ФГОС по Психологии) 

(Серийный номер 1479, 14 шт) 

4. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.) 

5. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102) 
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6. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0). 

7. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 
License). 

8. Blender (графика 3D) (GNU General Public License (GPL) 
9. Inkscape (векторная графика) (GNU General Public License (GPL) 
10. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии:  
3AF-4JD-N6K) 

11. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”( GNU 
General Public License (GPL) Свободное распространение,сайт http://docs.moodle.org/ru/) 

12. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр,сайт 

https://www.7-zip.org/) 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
Quizlet (https://quizlet.com/kseniya_polyakova4), Мобильное приложение anki 
 
 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
 
№ 
п/
п 

Дисциплин
а 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1.  

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства «Лань». 
e.lanbook.com.  
Учебники и учебные 
пособия для вузов 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 
из любой точки, в 
которой имеется доступ 
к сети Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн 

Индивидуальный 
неограниченный доступ 
из любой точки, в 
которой имеется доступ 
к сети Интернет 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/.  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». http://Consultant.ru 

Электронные образовательные ресурсы и профессиональные базы данных Федеральный 

портал "Российское образование" http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set  
Электронная информационно- образовательная среда РХГА (ЭИОС РХГА), адрес в 

интернете http://rhga.pro/ ЭИОС функционирует на основе LMS Moodle и регулярно пополняется 

новыми учебными курсами и материалами. В настоящее время ЭИОС содержит более 100 

электронных учебно-методических комплексов по различным дисциплинам. Комплекс, как 

правило, содержит аудиолекции, видеоматериалы, хрестоматии, задания и тестовые вопросы 

по дисциплине, а также другие учебно-методические материалы, необходимые для успешного 

освоения дисциплины. 

 

V.Материально-техническое оснащение дисциплины 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
https://edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set
http://rhga.pro/
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VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 

Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 703 
для проведения занятий 

лекционного типа, для 

проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска ученическая, 

комплект специализированной учебной 

мебели (ученические столы и стулья), 

комплект технических средств обучения 

(миникомпьютер с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

телевизор); учебно-наглядные пособия 

и  материалы (плакаты), др 

MS Windows 7/8/10 

Лицензия № MS 

Office 2016 

Лицензия №  

Читальный зал 
Помещение для 

самостоятельной работы  

Столы, стулья, комплект технических 

средств обучения с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

и к электронным библиотечным 

системам. 

MS Windows 7/8/10 

Лицензия №  

MS Office 2016 

Лицензия №  
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заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи. 

  

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны 

или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 

информационно-коммуникационные технологии. 
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Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного 

образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению 

зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и 

тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 

Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая 

должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного 

дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с 

середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 
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нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и 

т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации 

в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный 

материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается 

беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать 

и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 
 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 

 

VII.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

( кроме дисциплины «Физическая культура и спорт»). 
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Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее 

рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

 

Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно 

внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего 

выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и 

традиционные (при необходимости). 

 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 

текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

 

Подготовка к зачету  

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены 

в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В 

дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, 

чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв 

времени. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые 

выносятся на зачет и содержащихся в данной программе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Список работ промежуточной аттестации по иероглифике (1 курс, 1,2 семестр) 
Тест по иероглифике 

(BK) 
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第１課 

読み方 

氏名 

１．この川はナイル川です。 

 

 

２．あの人は日ほん人です。 

 

 

３．きょうは月よう日です。 

 

 

４．あのたかい山はふじ山です。 

 

 

５．でん車でいきましょう。 

書き方 

 

１．やまださんはどなたですか。 

 

 

２．もくようび  はなんにちですか。 

 

 

３．１がつ１５にちです。 

 

 

４．いりぐちのまえにくるまがあります。 

 

 

５．あのひとのせんもんはなんですか。 

Тест по иероглифике 

(BK) 

第2課 
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読み方 

氏名 

 

１．私は学生です。 

 

２．女子学生はおおいです。 

 

３．お金はあまりない。 

 

４．火山はあぶない。 

 

５．土よう日にあいませんか。 

 

書き方 

氏名 

 

１．わたしはせんせい ではありません。 

 

 

２．あのおんなの こ はどこでう まれましたか。 

 

 

３．だいがくは しりつだいがく ですか。 

 

 

４．おさき にしつれいします。 

 

 

５．すいようび に かね ださんにあいます。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

漢字（３課） 

小テスト 

読み方 

氏名 

 

１．あの山は二千五百メートルです。 

 

 

２．四月十四日はなにょう日ですか。 

 

 

3・いくらですか。十二万三百円です。 

 

 

４・このくにの人口は十万六千人です。 

 

 

５・五月五日は子どもの日です。 

 

 

漢字（３課） 

小テスト 

書き方 

氏名 

 

１・くがつ ついたちは月よう日です。 

 

 

２．私の生年月日はせんきゅうひゃくろくじゅうななねん じゅうにがつ 

ようかです。 

 

 

３・はっせんななひゃくにじゅうえんです。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

漢字（４課） 

小テスト 

読み方 

氏名 

１．山本さんは小学校の先生です。 

 

 

２．何人いますか。 

 

３．大きいケーキを半分に分けた。 

 

 

４．あの人は力がつよい。 

 

 

５．一日中テレビをみました。 

漢字（４課） 

小テスト 

書き方 

氏名 

 

 

１．うえにあがります。 

 

 

２．だいがくでりきがくをべんきょうしました。 

 

 

３．はこのなかにあります。 

 

 

４・なんねんでしたか。 

 

 

５・よじはんにあいませんか。 

 

 

６．つくえのしたにはちいさいねこがいます。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

漢字（５課） 

小テスト 

読み方 

氏名 

 

１・川のちかくに畑があります。 

 

 

２．休日はいすですか。 

 

 

３．明るいへやが好きです。 

 

 

４．あの男の人は小林さんです。 

 

 

５．森のひがしに岩山があります。 

 

漢字（５課） 

小テスト 

書き方 

氏名 

 

 

１・いわたさんはあかるい人です。 

 

 

２．やすみのじかんはあまりない。 

 

 

３．もりた先生はおとこの人ですか。 

 

 

４．はやしがすきです。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

漢字（６課） 

小テスト 

読み方 

氏名 

 

１・石川さんの目上は竹田さんです。 

 

 

２．そのくには中米にありますか。 

 

 

３．雨の日は手紙をかきます。 

 

 

４．糸が足りなかった。 

 

 

５・ぞうは耳が大きいです。 

 

 

漢字（６課） 

小テスト 

書き方 

氏名 

 

 

１・じょうずですね。 

 

 

２．子どものときいしとかいをあつめました。 

 

 

３・たけださんはめが大きくてあしがながい人です。 

 

 

４・あめの日はあまり好きではありません。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

漢字（７課） 

小テスト 

読み方 

氏名 

 

1. 日本茶が好きですか。 

 

 

2. 金魚はきれいです。 

 

 

3. 花火をみたいです。 

 

 

4. 牛肉はあまりたべませんが、鳥肉はよくたべます。 

 

 

5. 日本の文字はむずかしいです。 

 

 
漢字（７課） 

小テスト 

書き方 

氏名 

 

 

１・ぶんがくが大好きです。 

 

 

２．おちゃはいかがですか。 

 

 

３．うまとうしはいえのそばにいます。 

 

４・日本人はさかなをよくたべます。 

 

 

５・かいものにいきませんか。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第８課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

１．高い車がかいたい。 

 

 

２．学長はどなたですか。 

 

 

３．古本やへいきましょう。 

 

 

４．少しだけある。 

 

 

５．長いか短いかわかりません。 

第８課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

 

１．ちゅうこしゃはやすい。 

 

 

２．しょうねんマンガをよくよむ。 

 

 

３．ここはくらい。 

 

 

４．人がおおい。 

 

 

５．しんぶんをよむ。 

 

 

６．たかはしさんは せがひくい。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第９課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

１．読書が好きですか 

 

 

２．飲みものは何がいいですか。 

 

 

３．話はおもしろかった。 

 

 

４．でん話ばんごうを教えてください。 

 

第９課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

 

１．しんぶんをよみましょう。 

 

 

２．みせてください。 

 

 

３．らいげつ かえるつもりです。 

 

 

４．日本茶をのみたい。 

 

 

５．なまえをかいてください。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１０課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

１．三週間前に先生にあった。 

 

２．毎日れんしゅうした方がいい。 

 

３．朝日新聞はゆうめいです。 

 

４．午前３時はどう。 

 

５．あの大きいたてものの後ろにあります。 

 

 

 

第１０課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

 

１．ひるやすみは何時から何時までですか。 

 

 

 

２．ごご５時です。 

 

 

 

３．ゆうしょくをたべましょうか。 

 

 

 

４．あさはやく おきたほうがいいです。 

 

 

 

５．かようびにあいましょう。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１1課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

作文を書いた後でさんぽへ行きました。 

 

 

日本酒が好きですか。 

 

 

高校生の時 夕飯あまり食べなかった。 

 

 

海で泳ぎたい。 

 

第１1課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

 

バーバラさんがつくったおかしをもらいました。 

 

 

げんごがくはおもしろいです。 

 

 

このとけいはいくらですか。 

 

 

ちょっとまってください。 

 

 

おさけをあまり飲みません。 

 

 

スーパーであぶらを買いたい。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１２課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

1. お宅はどちらですか。 

 

2. 学校で英語をべんきょうしました。 

 

3. 今年日本へ行きたいです。 

 

4. 雲が出ました。 

 

5. お客さん、こちらへ、どうぞ。 

第１２課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. くすりを飲んだほうがいいです。 

 

 

2. でんわで話しましょう。 

 

 

3. ロシアはゆきぐにです。 

 

 

4. きょうしつであいましょう。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１３課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

1. 私はたいへん疲れてあたまが痛くなりました。 

 

2. 本屋はどこですか。困りますよ。 

 

3. けいざい大学は国立大学です。 

 

4. かどを回ってください。 

第１３課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 
 

1. ひろい みせのほうが好きです。 

 

 

2. この肉やは９じにあいて、10時にしまります。 

 

 

3. がいこくじんはサンクトペテルブルグが大好きです。 

 
 

4. いちどいっしょに行きましょう。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１4課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 私は歌手になりたいです。 

２．道がこんでいたから、遅くなりました。 

３．東大寺はどこですか。 

４．青年コミックはとても人気だそうです。 

５．荷物をわすれないでください。 

第１４課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 
 

１．なんとかして かねもちになりたい 

 
 

２．りょこうするときは てにもつが少ないほうがいいです。 

 
 

３．朝のうちははれだが、午後はらはくもるそうです。 

 
 

４．えんそくの学生がくさの上でおべんとうを食べている。 

 
 

５・－家から駅まではとおいですか。―いいえ、ちかいです。 

 
 

６・カラオケでうたをうたう。 

 
 

７・ひこうきのほうが電車よりはやい。 

 
 

８．子どもが寝ているので、しずかにしてください。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１５課 

漢字（小テスト） 

読み方 

１．夫はいま外出しております。 

 

２．父母に手紙を書いた。 

 

３．小さいころ、弟とよくけんかをした。 

 

４．京子とスキーじょうで知り合って友だちになりました。 

 

５・きのう、山田さんの彼女に会った。 

第１５家 

漢字（小テスト） 

書き方 

 
 

１．ジョンは２さいのとき ちちの仕事のため、ぼこくのアメリカをはなれました。 

 
 

２．学生じだいからのゆうじん。 

 
 

３．洋子はきょうだいが多い。 

 
 

４．となりのおくさん立ち話をします。 

 
 

５．あのしまいは２人とも ははおやににている。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１６課 

小テスト 

読み方 

１.ロシアの店の人は不親切だそうです。 

２．私のしゅみは切手をあつめることです。 

３．せんたっきや電子レンジができて、家事が便利になった。 

４．しゃく金を早くかえさないと利子がふえます。 

５．田中さんは私より３つ若い。 

第１６課 

小テスト 

書き方 
 

１．おげんきですか。 

 
 

２．なまえを書いてください。 

 
 

３．べんじょとお手洗いはどうちがいますか。 

 
 

４．おやになるのは かんたんだが、本当にいいおやになるのは むずかしい。 

 
 

５．テレビでしゅつえんして ゆうめいになった。 

 

 
 

６．きぶんがわるいので、先に帰ります。 

 
 

７．毎年がんじつには近いじんじゃへ行って、新しい年のかぞくのしあわせをいのる。 

 
 

８．毎日たいせつな事で、いそがしい。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１７課 

小テスト 

読み方 

１．入り口にかぎがかかっているのでなかに入らないでください。 

２．といきょうえきで降ります。 

３．今朝着いた荷物はどこですか。 

４．きのう川を泳いで渡った。 

５．歩道はせまくて歩きにくい。 

６．動物学が大好きです。 

７．雨がつよくなったので、りょこうは中止しました。 

第１７課 

小テスト 

書き方 
 

１．母はこうじょうではたらいている。 

 
 

２．馬がはしる。 
 

 

３．私は電車でつうがくしている。毎朝９時ごろ電車にのる。 

 
 

４．日本では６さいの４月に小学校ににゅうがくする。 

 
 

５．あしたは雨がふるでしょう。 

 
 

６．学校の前にとおるバスがとまって きゃくがおりてきた。 

 
 

７．きものは高いけど、とてもきれいです。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１８課 

小テスト 

読み方 

 

１．北海道へ行きますか。－ いいえ、関西から東へ行きます。 

 

 

２．安い部屋をさがいしているんです。 

 

 

３．京子は左利きだから、はしは左手で持つ。 

 

 

４．駅から学校まで１０分かかる。 

 

 

５．けがをして、１週間、入院した。 

 

 

第１７課 

小テスト 

書き方 

 

１．お正月休みはかないとがいこくへ行きます。 

 

 

２．道のみぎを歩く 

 

 

３．山田さんはかいしゃにつとめています。 

 

 

４．まどがみなみにむいている部屋だから、ふゆはあたたかい。 

 

 

５．道ろを渡るときは、さゆうをよく見なさい。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第１９課 

小テスト 

読み方 

１．国内を鉄道でりょこうする。 

 

２．工場で一日中きかいを動いている。 

 

３．中国は人口がせかいで一番です。 

 

４．駅から学校までの地図をかきます。 

 

５．私は東京のこうがいに住んでいる。 

 

第１９課 

小テスト 

書き方 

 

 
 

１．ともだちのじゅうしょとでんわばんごうを書いておきました。 

 

 
 

２．日曜日に子どもをつれてちかてつでどうぶつえんへ行きます。 

 

 
 

３．こうりつとしょかんで本をかりてください。 

 

 
 

４．つうきんに便利なばしょにアパートを見つけました。 

 

 
 

５．こうがくぶに入学しました。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第20課 

小テスト 

読み方 

１．日本は島国です。 

 

 

２．いまにも雨が降りだしそな様子です。 

 

 

３．田中様は海のそばの小さい村に生まれました。 

 

 

４．東京には２３の区があります。 

 

 

５．山口県は西にあります。 

 

 

６．都会はべんりで働く場所も多いが、静かにくらすにはいなかのほうがいいです。 

 

第２０課 

小テスト 

書き方 

 
 

１．うちのアパートの近くにいちばがあるので便利です。 

 
 

２．このしまにはまちが２つとむらが１つあります。 

 
 

３．としには子どものあそび場が少ないです。 

 
 

４．きょうとふはどこにありますか。 

 
 

５．とうきょうと きょうとと どちらのほうが好きですか。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２１課 

小テスト 

読み方 

 

１.私の話の中で、わからないことがあったら質問してください。私は質問に答えます。 

 

２．大切なしょるいを書留でおくりたほうがいいです。 

 

３．先生は来週まで宿題を出した。 

 

４．姉は動物学を研究しています。 

 

５．日本語を学習する外国人がふえた。 

 

６．強いかぜですね。 

第２１課 

小テスト 

書き方 

 
 

１．えのべんきょうをしにパリへいくつもりです。 

 
 

２・毎日３時間ずつテニスのれんしゅうをします。 

 
 

３．クイズのもんだいにこたえなさい。 

 

 
 

４．りゅうがくしたいけど、お金はない。 

 
 

５．これはしつがいい着物だから、ねだんが高い。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２２課 

小テスト 

読み方 

１．数学の問題は難しかったです。 

 

２．まだ学生で経済力がない。 

 

３．びょうきを治すのに２週間かかった。 

 

４．政治はきらいだから、ニュースをあまり見ません。 

 

５．化学の教科書をもってきてください。 

 

第２２課 

小テスト 

書き方 

 
 

１．中国は古いれきしを持つ国です。 

 

 
 

２．きょういくだいがくはどこにありますか。 

 

 
 

３．人のかずをかぞえてください。 

 

 
 

４．大学でぶつりがくとちりがくを勉強しました。 

 

 
 

５．いいんは二かいにあります。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２３課 

小テスト 

読み方 

１．映画を見に行きませんか。 

 

２．新しいしょうひんを売れなくて、会社は大きな赤字を出てしまった。 

 

３．学生じだいの楽しい思い出に、いつまでもわせれない。 

 

４．スポーツ番組が大好きです。 

 

５．色は何ですか。白です。 

 

６．私は写真家になりたいです。 

 

第２３か 

小テスト 

書き方 

１．ピカソは有名ながかです。 

 
 

２．えいがかんではしろくろのえいがをうつしていました。 

 

 
 

３．電話のりょうきんはとても高い。 

 
 

４．おんがくを聞きながら、ご飯を食べました。 

 
 

５．１学年を３つのくみに分けました。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２４課 

小テスト 

読み方 

 

１．本を友だちに貸しました。 

 

２．終電で行きましょう。 

 

３．国立大学で勉強したいです。 

 

４．大使はどなたですか。 

 

５．遊び場まで見送ってください。 

 

第２４課 

小テスト 

書き方 

１．きのうかりた本をかえした。 

 
 

２．しごとは８時にぜんぶおわった。 

 
 

３．ひこうきの音で赤ちゃんがおきてしまった。 

 
 

４．ゆうべはほとんどねていない。 

 
 

５．たたみにきちんとすわりました。 

 
 

６．この荷物をロシアにおくりたいんですが、そうりょうはいくらですか。 

 
 

７．宿題をおえるのに１２時までかかった。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２５課 

小テスト 

読み方 

１．結婚してから生活はかわった。 

 

２．ひこうきの座席をよやくしました。 

 

３．和食と洋食とどちらのほうが好きですか。 

 

４．今度の日曜日は山田様の結婚式へ行く予定ですから、映画を見に行きません。 

 

５．このごろ離婚の数がふえてきた。 

 

 

第２５課 

小テスト 

書き方 
 

１．病気で学校をけっせきしました。 

 
 

２．リボンをむすぶ 

 
 

３．かぞくのわをだいじにしたから、はなれなかった。 

 
 

４．せいよう音楽をよく聞きます。 

 
 

５．朝は学生食堂でていしょくを食べました。 

 

 
 

６．このこうしきを使ってください。 

 
 

７．新聞の見出しを大きいかつじにしてください。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２６課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. ガスストーブで部屋を暖める。 

 

2. ここは夏でも涼しくて、クーラーはいりません。 

 

3. 冬はスキーをたのしみたい 

 

4. ゆうべは暑かったので、まどを開けて寝た。 

 

5. かぜをひいて熱がある。 

 

6. 今年の夏は寒いそうです。 

 

7. 冷たいビールが大好きです。 

第２６課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

 
 

1. なつのあつさも終わり、すずしい あきになった。 

 

 

2. お茶はあついのがいい。 

 

 

3. きのうは雪が降って、とてもさむかった。 

 

 
 

4. 日あたりがよくて、ふゆでもあたたかい部屋です。 

 

 

 

       5. 多くの人たちが、しご、てんごくへ行けるとしんじている。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２７課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 有名な科学者に会いたい。 

2. 荷物をトラックで運ぶ。 

3. デパートやスーパーがてきて、むかしからあった小さい商店がへってしまった。 

4. 一日の仕事を終えてテレビを見る。 

5. 工業は農業や商業とともに さん業の ちゅうしんです。 

6. 駅のかだんで転んで、けがをした。 

7. 学校の新聞に運動会の記事を書く。 

8. 日本の店員はみんな親切だそうです。 

第２７課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 
 

1. いしゃになりたい。 

 
 

2. かいぎできめましょう。 

 
 

3. 彼はオリンピックせんしゅだそうです。 

 
 

4. のうかの仕事はむずかしい。 

 
 

5. 毎朝、公園で軽いうんどうをする。 

 
 

6. 休みは夫がしょくじをつくる。 

 
 

7. 車をうんてんする 

 
 

8. 毎晩、にっきをつけてから寝る。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２８課 

漢字（小テスト） 

読む方 

1. 難しいかんじを読みました。 

2. タイ語を習いたいが、適当な学校はないだろうか。 

3. どんな味か、食べてみる。 

4. 同じページを何度も読む 

5. 正月休みはいつからいつまでですか。 

6. べんきょうしないので、せいせきが悪くなった。 

7. いい人だが、少し短気なのが欠点だ。 

8. ざっしの目次を見て、おもしろそうだと思ったら、買う。 

第２８課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. きのうは天気がわるかった。 

 
 

2. 日本で一番むずかしい問題は、じゅうたくなんの問題だそうです。 

 
 

3. 道子とたけしはおなじクラスだそうです。ほんとうですか。 

 
 

4. 古いにんぎょうをだいて寝る子ども。 

 
 

5. 日がよくあたる部屋 

 
 

6. いけんのちがい 

 
 

7. ｖかんじをただしく書く 

 
 

8. ｖこの場にいたい人のわるぐちをいうのはよくない。 

 
 

      9. 医者のてきせつな てあてでいのちをとりとめた。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第２９課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 大学を受験する。 

2. 子どもがボールを上手に受けるようになった。 

3. 毎日のトレーニングがいい結果を生む。 

4. もっとくわしい説明がほしい。 

5. 面白い小説なので、寝るのもわすれて読んだ。 

6. 夏休みにラグビーの合宿を行う。 

7. 帰りの遅い洋子のために食事を残しておく。 

8. ようふくを買うときは、にあうかどうか着て試してみる。 

 

第２９課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 
 

1. ざんぎょうについてはなしあった。 

 
 

2. 若いゆちになんでもけいけんしてみるほうがいい。 

 
 

3. 食事の後にくだものを食べる。 

 
 

4. にゅうがくしけんにごうかくした。 

 
 

5. そつぎょうをきねんして写真をとりましょう。 

 
 

6. 道子のことは兄から聞いてかんせつにしっている。 

 
 

7. スカートをしちゃくしつではいてみて。 

 
 

8. めんせつしけんは難しかった。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第３０課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. あした指定の場所に指定の時間までに来てください。 

2. 転んだとき、ひざを打って痛かった 

3. 親指からじゅんに指を折って１、２、３... と数えていく。 

4. ボールを投げる 

5. 明かりが消えて暗くなった。 

6. あしたから毎朝ジョギングをすることに決めた。 

7. かみでつるを折る 

8. 入場料を払ってびじゅつかんに入る 

9. 今年はまた短いスカートが流行しているようだ。 

10. 朝は、冷たい水でかおを洗う 

第３０課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. りょこうの時間や乗り物について友だちとうちあわせる 

 
 

2. 駅でてあらいに行く 

 

 

3. 足のおやゆびが痛い。 

 

 

4. せんめんじょではをみがく 

 

 

5. この川はふかいから、子どもが泳ぐのはあぶない 

 

 

6. 私たちはすぐしょうかした。 

 

 

7. 新聞にいけんをとうしょする 

 

 

8. 先生のひとことが、私の一生をけっていした。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第３1課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 会合のために会場を予約する 

2. 中学生の学力の水準が上がる 

3. 相談室で会いましょう。 

4. 京都では駅前のホテルに泊まった。 

5. 予備のお金を持っていこう 

6. 私はジョギングを相手にして英会話の練習をした。 

7. 客を会場に案内する 

8. いぬを連れてさんぽする 

9. 夏休みにかぞくで北海道へ旅行する 

第３1課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

1. ひっこしのじゅんびで毎日忙しい。 

 

 

2. 友だちとりょこうのそうだんをする 

 

 

3. 京都のホテルにしゅくはくした。 

 

 

4. 夜行のとっきゅうで北海道へ行く 

 

 

5. 来週、四国へのたびに出る 

 

 

6. この電車はつぎの駅できゅうこうでんしゃにれんらくする 

 

 

7. 姉はこんやくちゅうです。 

 

 

8. このじゅんきゅうに乗ればふつう電車より１０分早く着く。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第３２課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

1. 信号が青になったら渡る。 

 

2. 新しいビールが発売された。 

 

3. 話をやめてこちらに注目してください。 

 

4. この道路は事故が多い。 

 

5. 国連やユネスコのようなこくさいてきな機関で働きたい。 

 

6. つぎの駅でべつの線に乗りあえる。 

 

 

第３２課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. こうつうじこを起こさないようにちゅういして運転する。 

 
 

2. 電車が駅にとうちゃくした。 
 

3. 近くのやっきょくでかぜの薬を買う。 
 

4. サークルのざっしを月に１回はっこうする。 
 

5. かんじにはそれぞれいみがある。 
 

6. きかいがあればかんさいちほうへ行ってみたい。 
 

7. 朝早く山小屋をしゅっぱつした。 
 

8. 学校から今週のつうしんがとどいた。 
 

9. どうろがまじわる所は何といいますか。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第３３課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 店の経営がくるしい。 

2. リンゴを半分に割って二人で食べる。 

3. 分割された国土 

4. 手に取ってください。 

5. 母の病気がよくなってくれるように願う。 

6. 朝ふとんをたたんで押入れにしまう。 

7. 本日は営業を休みます。 

8. ニュートンは、リンゴが木から落ちるのを見て引力のほうそくを発見した。 

9. 人々は長いたたかいに疲れて、へいわを強く求めている。 

10. 自分のことは自分でする。 

11. 出席を通知する。 

第３３課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

 

1. 会社をうまくうんえいする。 
 

2. 本当のタイ料理を食べてみたいというりゆうでバンコクへ行って来た。 
 

3. ドアをひいて開け。 
 

4. もっと勉強して、じしんをつけてから試験を受けようと思う。 
 

5. 島で生活をいとなむ。 
 

6. 水にとけているしをのわりあいは１０パーセントだ。 
 

7. 病人がいますから、静かにねがいます。 
 

8. 重いドアをおして開ける。 
 

9. 京子はロシア語をしっている。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第３４課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

1. 寒くなったのであつい服を出す。 

 

2. 家具を少なくして部屋を広く使う。 

 

3. 一番ひいてみたい楽器はコントラバスだ。 

 

4. 国の母に手紙を書く。 

 

5. つうきんにはバスと電車を利用している。 

 

6. 会議のろくおんをしたが、雑音がひどくてよく聞き取れない。 

 

7. 台に乗って本だなのいちばん上の本を取る。 

 

8. 雨具を用意して外出しよう。 

 

 

第３４課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

1. ひまなときはデパートのかぐ売り場を見て歩く。 

 

2. まどを開けて、外のくうきを入れる。 

 

3. サラダようのうつわ 

 

4. ようじをすませてから映画を見る 

 

5. 駅の売店でざっしを買う。 

 

6. 新聞の中のことばの意味がわからなかったのでじしょを引いてしらべた。 

 

7. はさみやナイフなどのどうぐを使ってかみではこをつくる。 

 

8. しょっきを洗う。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第３５課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 米の生産をへらす。 

2. この洋服は品がいいのでねだんが高い。 

3. 少々お待ちください。 

4. 試験の期間は金曜日からつぎの週の土曜日まで 

5. 新しい事業を始めるにはたくさんの資本があ。 

6. 今度の日曜日は予定があるからいっしょに遊べない。 

7. 資料がたりなくてろんぶんが書けない。 

8. 東京はニューヨークより物価が高い。 

9. 銀の食器を買った。 

第３５課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

1. ぎんこうから金を借りて家をたてる。 

 

2. しずおか県はお茶のさんちとして有名だ。 

 

3. 東京では家がせまくて、かぞくがこしつを持つのは難しい。 

 

4. ほうこくしょを書かなければならない。 

 

5. 会議ではいろいろな意見が出た。 

 

6. 日曜日に一週間分のしょくりょうを買っておく。 

 

7. 安いかかくでたくさん売ります。 

 

8. 新しい事業にとうしする。 

 

9. こんがっきはいろいろな行事があって忙しい。 

 

10. 食事中に大きなこえでわらったり、大きな音を立てて食べたるするのはげひんだ。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第３６課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. そふはションがとても熱心に勉強するので感心している。 

2. 新聞もラジオもないので、新しい情報が入らない。 

3. 数字の問題を考える。 

4. 新しい仕事のやり方を覚えるのに１週間かかる。 

5. 酒を飲みすぎて、頭痛がする。 

6. はじめてのアメリカ旅行だけど、英語のよくできるあなたといっしょだか

ら心配だ。 

7. いつでも他人のしあわせを願う心のうつくしい人になりたい。 

8. 友人の死を悲しむ。 

9. テレビのおもしろい番組を見ながら、こえを出して笑った。 

10. 相手の名前を忘れて困った。 

 

 

書き方 

 

1. 学校の先生になるには、子どものしんりがわからないといけない。 

 

2. あなたとわかれるのはかなしい。 

 

3. 試合で１点も取れなかったとはなさけない。 

 

4. 会社のぼうねんかいは１２月２７日、Ａレストランで開かれる。 

 

5. 転んであたまにけがをした。 

 

6. 今いちばんかんしんを持って読んでいるのは「かべ」だ。 

 

7. 交通事故で死んだ親たちのいたいを見て、こえをあげてないた。 

 

8. となりの部屋の話しこえがうるさくて目がさめた。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第３７課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 7時のニュースをお伝えします。 

2. そふの時代にはテレビはなかった。 

3. 魚を焼いて食べる。 

4. 田中さんは夫と別れた。 

5. 私の名前を呼ぶこえで目が覚めた。 

6. ホームにはおおぜいの人が集まっている。 

7. 注意を集中して話うを聞く。 

8. 試験に合格したと言う知らせを聞いて、喜んだ。 

9. 別のくつを見せてください。 

10. 並んで歩いて行く。 

11. ベートーベン作曲のピアノ曲をえんそうする。（исполнять） 

12. アインシュタインの伝記を読む。 

13. 部屋の中ではコートを脱いでください。 

漢字（小テスト） 

書き方 

 

1. 父の農業をてつだう。 

 

2. あしたは9時駅にしゅうごうしてください。 
 

3. 川の流れにそって（вдоль）道がまがっている。 
 

4. 病気の父にかわって、私が出席する。 
 

5. あなたにはとくべつに大きいリンゴをあげる。 
 

6. ひやけ止めクリーム 

 
 

7. 国外へだっしゅつする。 
 

8. おどろいて物も言えなかった。 

 

9. この通りはなみきが美しい。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第３８課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 車の入れない細い道 

2. 苦しい仕事を果たす。 

3. 太い字で書く 

4. 単語を並べてロシア語を話す。 

5. 物体が落ちるのは重力のためだ。 

6. 細くて弱々しい感じの人 

7. この道は狭いので、タクシーも通れない。 

8. 苦い薬をがまんして飲む。 

9. きのう3時間しか寝なかったので、きょうはとても眠い。 

10. 私の体重は60キロです。 

11. 細かいことは会ったとき話します。 

漢字（小テスト） 

書き方 

1. 病人はだいぶ食がほそかった。 

 

2. それは私にはじゅうだいな問題だ。 

 

3. 私は力がよわいから、こんなおもいのは持ち上げられない。 

 

4. この荷物はかるいから子どもでも持てる。 

 

5. 日本語には、「人がいる」「本がある」など、たんすうがふくすう（множественное 

число）がはっきりない文が多い。 

 

6. あまい物ばかり食べているとふとるよ。 

 

7. クマも今かとうみんちゅうだ。 

 

8. カレーライスは子どもにもつくれるかんたんな料理だ。 

 

9. 本がたくさん入っているので、かばんがおもい。 

 

10. このチームのじゃくてんは若い選手がすくないことだ。 

 

11. 薬でくつうをやわらげる。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第３9課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 空を鳥が飛んでいる。 

2. 新しい鉄道の建設が始まった。 

3. このはしは完成までに10年の年月を費やした。 

4. この家は友人の設定によるものだ。 

5. 成人の日はいつですか。 

6. 部屋代と食費で着き6万5000円かかる。 

7. 大きなふねが港に入ってきた。 

8. 部屋の空気が悪いから、窓を開けて空気を入れよう。 

9. 市の中心に6階建てのビルを建てる。 

10. この学校は設備がよい。 

11. 放して下さい。 

12. 来週は友でちと会うので予定を空いてある。 

 

書き方 

1. パーティの後、みんなでからオケへ行って歌を歌った。 

 

2. くうこうに着いたらすぐひこうきに乗る。 

 

3. 駅前に新しいたてものができた。 

 

4. 都心にじむしょを、もうける。 

 

5. 入院のひようは10万円ぐらいかかりそうだ。 

 

6. 家は来月かんせいの予定です。 

 

7. 時間があいたから映画でも見よう。 

 

8. なりたくうこうまでどのくらいかかりますか。 

 

9. この会社はそふが50年前にせつりつしたものだ。 

 

10. アパートが狭いので、本だなとてんじょうの間のくうかんも利用してものをおいている。 

 

11. このエレベーターは全部のかいに止まる。 

 

12. 3時からテレビでサッカのほうそうがある。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第４０課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 窓のそばにつくえを置く。 

2. 区内に図書館を設置する。 

3. 遊園地は、平日の午前中はすいている。 

4. 朝から強い風がふいている。 

5. 鉄橋を渡る。 

6. ご両親はお元気ですか。 

7. 野原にピクニックに行った。 

8. 南に向いた窓 

9. 位の高い人 

10. 高原は夏でも涼しいので、たくさんの人がやってくる。 

書き方 
 

1. かがみ（зеркало) にむかってひげをそる 
 

2. たたみがあるわふうの家を建てたい。 
 

3. 妹はがくいを取るために、いまろんぶんを書いている。 
 

4. 地下鉄の入り口を通りのむこうにある。 
 

5. 日本は山が多くて、たいらな土地が少ない。 
 

6. 川にはしをかける。 

 

7. 会社と自宅のりょうほうに電話をかけたが、どちらにもいなかった。 
 

8. 田中先生と山田先生は同じ心理学でもせんもんぶんやが違う。 
 

9. 人々は別々のほうこうに歩いていく。 
 

10. 道をまっすぐ歩いていて、次のかどでよこへ曲がる。 
 

11. 日本のちゅうおう部（центральная часть) にいちするみずうみ（озеро)  
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第４１課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. そふは体が老いたが心は青年のように若い。 

2. 彼はかていの事情で退学した。 

3. 時間を有効につかう。 

4. 起きてすぐ顔を洗って歯をみがきます。 

5. 二人のかな氏は歯車がかみ合わなかった。 

6. 先生のおみまいに病院を訪ねた。 

7. パーティの客に飲み物を配る。 

8. あの医者は手術が上手です。 

9. 家族そろって元気に働いている。 

10. この薬は私に効かない。 

 

第４１課 

漢字（小テスト） 

書き方 

1. さいきん、母のかおいろが悪いので心配だ。 
 

2. ろうじんに席をゆずる。 
 

3. 山田さんのほうもんを受けた、 
 

4. その国はいくつもみんぞくが集まってできている。 
 

5. １歩もしりぞかない。 
 

6. たいいんしたばかりでまだだ体力がない。 
 

7. はが痛くて病院のしかへ行った。 
 

8. ジョギングのこうかが体のちょうしがよくなった。 
 

9. こくみんが政治家を選ぶ。 
 

10. この前京都をおとずれてから５年たった。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第４2課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 山田さんは７年かかって大学を卒業した。 

 

2. 論理に合わない。 

 

3. 科学の実験をする。 

 

4. 時間がないので簡単に要点だけ報告する。 

 

5. 調子のいい歌だから、すぐ覚えられる。 

 

6. ぼうしを取って、礼をする。 

 

7. 彼はこの１年失業している。 

 

8. 生活するのに、つきに１０万円は要る。 

 

9. 情報を得る。 

 

10. これは実用向きではない。 

 

11. 自分のかいた絵を得意になってみに見せる。 

 

12. 姉の結婚式には大勢の親類が集まった。 

 

13. 私は毎朝必ずさんぽすることにした。 

 

第４2課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. 今行ったことはすべてじじつだ。 
 

2. 若者の新しいことはづかいに関するろんぶんを書く。 

 

3. 秋になると、いろいろな木のみがみのる。 

 

4. わざわざ行くひつようはない、電話でたりる。 

 

5. 彼には年３０万円のしょとくする。 

 

6. では、しつれい。 

 

7. わからないことばを辞書でしらべる。 

 

8. 市民は情報の公開を市にようきゅうしている。 

 

9. その知らせに彼女は色をうしなった。 
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10. この問題のじゅうような点葉なんですか。 

 

11. カーテンが部屋とちょうわしていない。 

 

12. 本をせんもｎ分野別にぶんるいする。 

 

13. 会議に必要な書類をそろえる。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 
第43課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

1. 市の人はこの１年で急に増えた。 

 

2. 会社の近くに移ったから便利になった。 

 

3. テレビカメラが移動して友たちを写しだした。 

 

4. １次試験を通過して２次試験を受ける資格をえた。 

 

5. ダイエットを続けているが、なかなかやせない。 

 

6. １万以下なら買う。 

 

7. あの人の考えは変わっている。 

 

8. 美しい音楽を聞く。 

 

9. 以上で説明を終わります。 

 

10. 会社で一番の美人。 

 

11. ３に５を加えると８になる。 

 

12. 私が東京に住んでから、１０年が過ぎた。 

 

13. もう１歩前に進んでください。 

 

14. 病気をして体重が３キロ減った。 

 

15. 人口は毎日増加している。 

 

16. ３０年前といまとでは、人口の生活は変化した。 

 

 

 

 

 

第43課 

漢字（小テスト） 

書き方 

 
 

1. ぎゅうにゅうをかこうして、チーズをつくる。 

 

2. 都市の人口はぞうかしているが、農村の人口はげんしょうしている。 
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3. これいじょう仕事をふやしたくない。 

 

4. テレビでしょうかいされていご、この町を訪れる人が多かった。 

 

5. 人ごみの中をそろそろと車をすすめる。 

 

6. イタリアへ留学してルネサンスのびじゅつの研究をしたい。 

 

7. たいへんな事故が起きた。 

 

8. 来日いぜんは日本語は聞いたこともなかった。 

 

9. ジュンの父はイギリスからオーストラリアへいみんした。 

 

10. もう少しタバコをへらしたほうがいいです。 

 

11. 学生時代を外国ですごした。 

 

12. アリの日本語はしんぽが速い。 

 

13. スピードがくわわる。 

 

14. 朝から会議のれんぞくで疲れてしまった。 

 

15. 出発する日をかえる。 

 

16. 窓のそばへつくえをうつした。 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第４４課 

漢字（小テスト） 

読み方 

 

1. 政治家は公共のことをだいいちに考えなければならない。 

 

2. 賛同を得る。 

 

3. 薬が効き目を現す。（効き目эффект） 

 

4. 電話ではなく、直接に会って話したほうがいい。 

 

5. 現代はコンピュータ時代である。 

 

6. 初めて飛行機に乗って、とてもきんちょうした。 

 

7. 病気が直ったら旅に出よう。 

 

8. 彼は適切な表現を用いる。 

 

9. コーヒーとミルクを２対１の割合で入れる。 

 

10. A社とB社の車を対比すると、A社のほうがいい。 

 

11. 酒を飲んで自動車を運転するのは違反だ。 

 

12. きょねんに比べて今年は暖かい。 

 

第４４課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. 油は水よりひじゅうが小さいので水にうく（всплывать)。 
 

2. 手術のちょくごは面会できない。 
 

3. パソコンのしょほ 
 

4. はんたいがわにある。 

 

 
 

 

5. 試験の結果、合格者は４人をはっぴょうされた。 
 

6. あれとこれとはひかくにならない。 
 

7. 私たち夫婦には学生時代からのきょうつうの友達が多い。 

 

8. ひょうめんだけの親切 
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9. 私はそれにさんせいです。 
 

10. げんきんで払う。 

 

11. 出発前に早くかぜをなおさなければ。 
 

12. 画家の心をよくあらわしている絵 
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Тест по иероглифике 

(BK) 

第４５課 

漢字（小テスト） 

読み方 

1. 最近、肉のねが高くなった。 

2. あの映画は今年度、最低の作品だ。 

3. そのきっぷは無効です。 

4. 文化的水準を高める。 

5. 林さんという男性から電話があった。 

6. スチュワーデスの制服はきれいだ。 

7. 第一番に来たのは彼だった。 

8. 狭い道路で車を運転する方法をみにつける。 

9. たなりの犬は夜中になくので、全く困ったものだ。 

10. あの部長は、いま社内で最も忙しい人です。 

第４５課 

漢字（小テスト） 

書き方 
 

1. １００万円ぜんぶを使ってしまい、いまは１円もない。 
 

2. さいあくの場合は、入院して、手術することになる。 
 

3. まずさいしょに、会長があいさつする。 
 

4. こういうことをする彼のもくてきがわからない。 
 

5. かちょうの名前をしていますか。 

 

6. ドイツ語とフランス語のぶんぽうを比較する。 
 

7. しだいに暗くなる。 
 

8. 気が短いのは持って生まれたせいしつだ。 
 

9. ひこうに走る少年が増えている。 

 

10. 結婚式のむじに終わった。 
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Список работ промежуточной аттестации по лексике (1 курс, 1,2 семестр) 
Тест по лексике (JFE) 

 第１課 

1. письмо 

2. лекарство 

3. суши 

4. работа 

5. вино 

6. ветчина 

7. деньги 

8. паспорт 

9. картина 

10. больница 

11. журнал 

12. газета 

13. пиво 

14. почта 

15. мед 

16. универмаг 

17. книга 

18. ручка 

19. телевизор 

20. чемодан 
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Тест по лексике (JFE) 

第２課 

小テスト 

 

1. индустрия 

2. фонтан 

3. ювелирный магазин 

4. здание 

5. вокзал  

6. обувь 

7. компьютер 

8. пальто 

9. иероглиф 

10. собака 

 

1. дешевый ресторан 

2. новый вокзал 

3. большой банк 

4. плохой отель 

5. высокая цена 

 

1. на той стороне реки 

2. вокруг парка 

3. справа от книжного магазина 

4. соседняя комната 

5. в ящике 

 

1. сейчас вернусь 

2. не смогу (по времени) 

3. взаимно (и мне со своей стороны тоже) 

4. пойду и позову 

5. приятно познакомиться 
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Тест по лексике (JFE) 

第３課 

小テスト 

１．コーヒーを   

２．ノートにかんじを   

３．えいがを   

４．うちに   

５．ラジオでニュースを   

６．でんしゃで   

７．だいがくまで でんしゃで１時間   

８．まどを   

９．パスポートを   

１０．とおくに やまが   

 

みる  みえる きく  かく  のむ  いく  かかる   

 かえる みせる あける 

 

 

 

1. занятый 

2. интересный 

3. День рождения 

4. монорельс 

5. завтра 

6. внутренние авиалинии 

7. вчера 

8. машина 

9. утро 

10. ужин 
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Тест по лексике (JFE) 

第４課 

小テスト 

氏名 

 

1. まいあさ、こうえんの なかを   する。 

2. とうきょうで    

3.   ねた 

4. とうきょうまで    した 

5. 6時に シャワーを    

6. わたしは すしが   

7. ともだちに えんぴつを     

8. おなかが   

9. バスを   

10. かぜを   

 

すき ひく ドライブ かりる ゆっくり あびます いたい  

ジョギング うまれた まつ 

 

 

.  

1. в порядке 

2. полиция 

3. носовой платок 

4. дыня 

5. программа 

6. отдыхать 

7. терять 

8. еда 

9. словарь 

10. опять 
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Тест по лексике (JFE) 

第５課 

小テスト 

氏名 

1. なつやすみに ほっかいどうへ  した。 

2. いえから えきまで    

3. おなかが   

4. でんわを   

5. このりょうりは   

6. コーヒーにミルクを   

7. きょうこはロシア語を   。 

8.   をかった。 

9.  をききたい。 

10.おとといは  でした。 

 

おいしい おんがく しっている きる きっぷ ひなまつり りょこう いれる すいた

 あるいていた 

 

 

1. спасибо за угощение 

2. подождите пожалуйста 

3. день выплаты зарплаты 

4. счет 

5. галстук 

6. родители 

7. Рождество 

8. молодой 

9. код района 

10. жирное мясо тунца 
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Тест по лексике (JFE) 

第６課 

語彙（小テスト） 

１．てらの  はきれい。 

２．  マフラーをかった。 

３．日本の   みんなしんせつです。 

４．ハンカチを   。 

５．かばんは  。 

６．  あまり高くない。 

７．  ところへいきたくない。 

８．新しいアパートに   。 

 

９．シーツは   。 

１０．大きい  はない。 

 

きいろい おとした おもい しろい  にぎやかな  てんいん 

 ひっこす にわ サイズ ねだん 

 

 

１．холодный, прохладный 

２．добро пожаловать 

３．сотрудник фирмы 

４．контактные линзы 

５．плата 

６．покупки 

７．секрет 

８．понравиться 

９．достаточно, спасибо 

１０．Сюда 
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Тест по лексике (JFE) 

第７課 

語彙（小テスト） 

1. окончание вуза 

2. затрудняться 

3. обменивать доллары 

4. Возвращайся! 

5. загорать 

6. парикмахерская 

7. фестиваль 

8. апогей 

9. снаряжение для гольфа 

10. вкус 

 

 

1) がいこく人(  )は、くやくしょでします。 

2) ぎんこうは、土よう日と、日よう日と(  )は休みです。 

3)Aさんのかいしゃに行きたいんですが、( 

 )をおしえてくださいませんか。 

4)ディズニーランドには、おもしろい(          )がたくさんあります。 

 

ばしょ  しゅくじつ  のりもの  とうろく 

 

5) A: 雨は、やみましたか。 

    B:いいえ、(  )です。 

6) A:(  )あるきましたね。あそこが、くやくしょでしょうか。 

    B:ええ、(  )そうですよ。大きいたてものだから。 

7) A:くやくしょでは、(  )とうろうくができますか。 

    B: さあ、それは、ちょっとわかりません。 

 

だいぶ  まだ  きっと  すぐ 

 

 

8)おのみものは、ビールがいいですか、( )ウイスキがいいですか。 

9)土田: ウエッブさん、しごとはどうですか。 

   マイケル:(  )、あまりよくわからないのでこまっています。 

10) きのうは雨でした。(  )、いえでテレビを見ていました。 

 

それが  それとも  ですから 



175 
 

Тест по лексике (JFE) 

第8課 

語彙（小テスト） 

 

1.   に時 間  がかかるので、朝 はや くおきます。 

2.バスを  行く 

3.田中さんは手に本を   

4.このえいがは  おもしろくない。 

５．タバコを   

 

のりかえて  すう  もっている  ぜんぜん つうきん 

 

 

 

 

1. удивляться 

2. неинтересный 

3. Спасибо за работу 

4. работать 

5. свадьба 

6. искать 

7. реклама 

8. полицейский пост 

9. овощной магазин 

10. модель 
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Тест по лексике (JFE) 

第９課 

語彙（小テスト） 

 

1．  になりたいです。 

 

２．  は何ですか。 

 

３．  は何人ですか。 

 

４．めずらしい  は高いです。 

 

５．いちごを  ほうがいいですね。 

 

６．クッキーは  にあります。 

 

７．プレゼントをもらって、   。 

 

だいどころ  しゅみ きって うれしい いしゃ あらった 

ごかぞく 

 

1. оставайтесь еще 

2. останавливаться 

3. профессия 

4. радоваться 

5. недавно 

6. спортивная машина 

7. деревня 

8. муниципалитет 

9. поздний 

10. выходить 
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Тест по лексике (JFE) 

第10課 

語彙（小テスト） 

 

１．ダンスは好きだが、おおぜいの人に見られて   。 

２．   本だから、すぐ読める。 

３．   で本をかりました。 

４．   に   をつぐ（наливать)。 

５．父は   でテレビを見ています。 

６．ソックスと   とどうちがいますか。 

７．りょうの   で 

 があったから、フォークをつかいませんでした。 

 

みじかい おちゃ としょかん  しょくどう  くつした ゆのみ

 いま  はずかしい  はし 

 
 

 

1. клеить 

2. объяснение 

3. отправлять 

4. электричество 

5. помогать 

6. лампа 

7. великолепный 

8. носки 

9. снимать одежду 

10. Прошу Вас, заходите. 
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Тест по лексике (JFE) 

第１１課 

語彙（小テスト） 

Вставьте глагол в правильной форме 

 

１．ともだちをりょうしんに    

 

２.ふじさんに  。 

 

３．もっとあたまを  けださい。 

 

４．めがねを  ながら、小さい字を読みました。 

 

５．おきゃくさんがくるから、  おきます。 

 

６．林の中に１本の道が   。 

 

７．私は山田と   。 

 

しょうかいする つかう もおす かたずける  とおる のぼる  かける 

 

 

 

Поставить в порядке возрастания служебного положения 

 

常務（じょうむ） 主任（しゅにん） 課長（かちょう） 会長（かいちょう） 

係長（かかりちょう） 専務（せんむ） 部長（ぶちょう） 社長（しゃちょう） 

 

Перевести: 

1. прачечная 

2. «на совещании» 

3. каким образом 

4. «занято», «используется» 

5. приглашение, пригласительное письмо 

6. внешняя торговля 

7. выдвижной ящик 

8. «не работает», «сломан» 

9. визитная карточка 

10. «в ремонте» 
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Тест по лексике (JFE) 

第１２課 

語彙（小テスト） 

１．今日は   であたまがいたくて、しごとができません。 

 

２．さくらの  がとてもきれいです。 

 

３．このコートを   で買いました。 

 

４．この話の  をしっていますか。 

 

５．えきへ行く  ともだちにあいました。 

 

６．ひるは学生しょくどうで  を食べた。 

 

７．みなさん、  しましょう。 

 

バーゲン ふつかよい ていしょく つづき はなびら  

かんぱい とちゅうで 

 

 

 

 

1. домохозяйка 

2. приглашать 

3. ожерелье 

4. раздражаться 

5. еще в одно заведение 

6. преподаватель университета 

7. контракт 

8. государственный и муниципальный служащий 

9. понижение курса иены 

10. отдел информации 
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Тест по лексике (JFE) 

第１３課 

語彙（小テスト） 

１．トルストイの  を読んでいます。 

 

２．   はおいしいですか。 

 

３．   へ行って、すもうを見ました。 

 

４．山道を歩いていたら、  に出会った。 

 

５．かんの   はこうちゃです。 

 

６．ヨーロッパからこづつみを   でおくりました。 

 

７．りょこうは   におわりました。 

 

こくぎかん ぶじに なかみ うめぼし さる しょうせつ ふなびん 

 

 

 

 

1. снимать деньги 
2. если не возражаете… 
3. ломать 
4. соответственный 
5. обычно 
6. наличные 
7. младенец 
8. конечно 
9. узнавать 

10. доходить, быть полученным 
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Тест по лексике (JFE) 

第１４課 

語彙（小テスト） 

 

1. 外は暑いから＿＿＿をかぶって出かけなさい。 

 

2. 東京の本社から広島のししゃへ＿＿＿になった。 

 

3. 雲の間から＿＿＿が出て、明るくなる。 

 

4. いつ＿＿＿はへいわ（мир)になるのだろうか。 

 

5. 夕食の＿＿＿をする 

 

6. ＿＿＿を見ながらひげをそる。 

 

7. 冷たい水に長くつけていたら手の＿＿＿がなくなった。 

 

8. コーヒーに＿＿＿を入れる。 

 

9. ９時から５時まで、会社で＿＿をとる。 

 

したく かがみ じむ  ぼうし てんきん せかい さとう  

たいよう かんじ 

 

 

 

 

1. одеваться модно 

2. бросать 

3. надевать юбку 

4. госпитализация 

5. проигрывать 

6. почти все 

7. ничуть 

8. классный 

9. подходить 

10. влажный и жаркий 
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Тест по лексике (JFE) 

第１５課 

語彙（小テスト） 

 

1. 信号の＿＿＿を左に曲がる。 

 

2. 近くの＿＿＿＿からかわいい歌ごえが聞こえてくる。 

 

3. 病院はこの道をまっすぐ行った＿＿＿にある。 

 

4. ＿＿＿を鳥がとんでいく 

 

5. かわに＿＿＿＿をかける 

 

6. 米をつくる農家にとって、＿＿＿はたいせつな時期だ。 

 

7. 山の中に＿＿＿をたてる。 

 

つゆ ようちえん つきあたり はし べっそ かど そら 

 

 

 

 

 

1. промокать 

2. приводить в порядок 

3. ничего не поделать 

4. следующий 

5. проводить время 

6. совершенно 

7. неприятный 

8. сдать экзамен 

9. не годится, не хорошо 

10. заблудиться 
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Тест по лексике (JFE) 

第１６課 

語彙（小テスト） 

 

Соедините стрелками сочетания 

 

じさつ（самоубийство)を つなぐ 

熱を 仕上げる 

席を はかる 

めいれい(приказ)（を） あむ 

セーターを はかる 

宿題を はずす 

電話 うける 

 

 

Вставьте соответствующий глагол в правильной форме 

 

ビールを＿＿＿＿＿おいてください。 

 

荷物はみんな＿＿＿＿＿＿、ここにおいてください。 

 

いいか悪いか＿＿＿＿＿＿＿。 

 

アパートを借りる＿＿＿＿＿＿＿。 

 

急がないとひこうきに＿＿＿＿＿＿。 

 

手を＿＿＿＿＿さんぽします。 

 

毎日学校へ＿＿＿＿＿＿。 

 

考える つなぐ けいやくをする 通う  まとめる 冷やす 間に合う 

 

 

Переведите на японский 

1. Приемная 

2. Каталог товаров 

3. Плата за обучение 

4. Предприятие, торговое дело 

5. Отпуск 

6. Санкция, разрешение 

7. Обсуждаемый вопрос 

8. Мы Вас будем ждать 

9. Служащий 

10. Коммерческие дела 
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Ответы 

 

1. じさつをはかる 

めいれいをうける 

セーターをあむ 

宿題を仕上げる 

席をはずす 

熱をはかる 

     

2. 冷やして 考える 間に合わない けいやくうをする つないで 通う 

 

3. 応接室、商品カタログ、授業料、営業、休暇、きょか、例の件、お待ちしています、商事 
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Тест по лексике (JFE) 

第17課 

語彙（小テスト） 

 

 

1. 今の生活に、なにも＿＿＿はない。 

 

2. 新宿には高い＿＿＿が立ちならんでいる。 

 

3. 会社の＿＿＿＿で京都へ行く。 

 

4. 今度の土曜日は会社の＿＿＿がある 

 

5. ＿＿＿＿のネックレスがほしい。 

 

6. 私は一人ではできないので＿＿＿＿をお願いします。 

 

7. このバスの＿＿＿＿＿はどこですか。 

 

8. 日本語のクラスに＿＿＿＿＿する。 

 

9. 入院の＿＿＿は10万円ぐらいかかりそうだ。 

 

しんじゅ 出席 ひよう きょうりょく もんく えんかい 行き先 ビル しゅっちょう 

 

 

 

1. быть свободным 

2. встречать 

3. опаздывать 

4. дочерняя компания 

5. худеть 

6. толстеть 

7. беседовать 

8. спешить 

9. экскурсия 

10. дойти до полного изнеможения 

 

 

Ответы 

 

もんく ビル しゅっちょう えんかい しんじゅ きょうりょく 行き先 出席 ひよう 

 

 

手が開く むかえる ちこくする 子会社 やせる ふとる 話し合う 急ぐ 見物

 くたくたにつかれる 
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Тест по лексике (JFE) 

第１８課 

語彙（小テスト） 

 

Поставьте глаголы в правильной форме 

 

1. 食べ物をゆか（пол)に＿＿＿＿＿。 

 

2. 入社して２年たち（прошло)、会社にも仕事にも＿＿＿＿＿きた。 

 

3. 元気でいることを母に＿＿＿＿＿。 

 

4. じゅぎょうがつまらなくて、＿＿＿＿＿しまった。 

 

5. いまなんと＿＿＿＿＿＿＿＿＿か・ 

 

6. 仕事をむすこに＿＿＿＿＿旅行に行く。 

 

7. あした学校で習うところの＿＿＿＿＿。 

 

8. パーテイーでめいしを＿＿＿＿＿＿＿。 

 

ねむる まかせる 予習する おっしゃる こうかんする 知らせる こぼす なれる 

 

 

 

 

Перевести на японский язык 

 

1. Непременно 

2. Постепенно 

3. Здоровый 

4. Тяжелый 

5. Специальность 

6. Оборудование 

7. Транслировать 

8. Телеграмма 

9. Серьезный 

10. Это напомнило мне… 

 

 

 

Ответы 

 

こぼす なれて 知らせる ねむって おっしゃいました まかせて 予習する

 こうかんする 

 

かならず だんだん けんこうな つらい せんもん せつび ほうそう 電報

 まじめな そういえば 
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Тест по лексике (JFE) 

第１９課 

語彙（小テスト） 

1. 試験におちて＿＿＿＿＿＿＿ 

 

2. 友たちぎなくて＿＿＿＿＿＿ 

 

3. ＿＿＿＿＿ゆめを見る。 

 

4. ＿＿＿＿＿＿ことを言うな。 

 

5. 京子の家は広くて、＿＿＿＿＿＿＿ 

 

つまらない うらやましい くやしい さびしい こわい 

 

 

 

 

 

1. новый сотрудник 

2. жилой дом для сотрудников фирмы 

3. откладывать деньги 

4. жду с нетерпением 

5. утешать, развлекать 

6. забронированный билет с указанием номера 

7. переработка 

8. дух, душа 

9. буддизм 

10. вулкан 

11. улыбаться 

12. смысл 

13. сравнивать 

14. длительное время 

15. двигатель 

 

 

Ответы 

 

くやしい さびしい こわい つまらない うらやましい 

 

 

新湯社員 社宅 ちょきん 楽しみにする なぐさめる 指定席券 働きすぎ

 たましい 仏教 火山 にこにこする 意味 比べる 長い間 エンジン 
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Тест по лексике (JFE) 

第２０課 

語彙（小テスト） 

 

Вставьте глаголы в правильной форме 

 

1. 番号を＿＿＿＿＿電話をかける。 

 

2. かぜをひいたので、旅行の出発を＿＿＿＿＿＿。 

 

3. どんな病気でも早くに＿＿＿＿＿＿＿＿ほうがいい。 

 

4. ろんぶんを書くために、遅くまで図書館で＿＿＿＿＿＿。 

 

5. 自転車で転んで、足に＿＿＿＿＿。 

 

6. 川でおぼれている(тонущий)子どもを＿＿＿＿＿。 

 

7. あすのマラソン大会ではぜひ＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

8. 会社へ行ったがあたまが痛くなって＿＿＿＿＿＿帰ってきた。 

 

9. もう少しタバコを＿＿＿＿＿＿ほうがいい。 

 

けがをする えんきしる にゅうしょうする 手当てする そうたいする  

がんばる たすける へらす たしかめる 

 

 

 

Переведите на японский язык 

 

1. Явка на службу в выходной день 

2. Берегите себя 

3. Здорово! 

4. Поправляйтесь быстрее 

5. Спортсмен 

6. Нехватка физических упражнений 

7. Фамилия и имя 

8. Отгул 

9. Зажигать 

10. Постарайтесь выступить успешно. 

 

Ответы 

 

たしかめて えんきした 手当てした がんばっている けがをした たすけた

 入賞したい そうたいして へらした 

 

休日出勤 おだいじに よかったですね 早く、よくなってください 選手 運動ぶそく

 氏名 代休 火をつける せいこうしてください 
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Тест по лексике (JFE) 

第２１課 

語彙（小テスト） 

Ｉ．適当な言葉を入れなさい。 

 

1. 彼はどこへ行っても＿＿＿＿がない。 

 

2. 彼の話は＿＿＿＿して聞いたほうがいい。 

 

3. 狭い道路で車を運転する＿＿＿ 

 

4. 木のどれにも＿＿＿＿＿が打ちつけてある。 

 

5. ＿＿＿＿を動かす 

 

6. 銀行に＿＿＿＿を開く 

 

7. しゅっちょうの費用を会社に＿＿＿＿した。 

 

8. ＿＿＿＿を売買する 

 

9. 外国を旅行中パスポートをなくしたら、＿＿＿＿＿へ行きなさい。 

 

10. 公園をさんぽする＿＿＿＿に若いころの話をきく 

 

11. 午後８時の京都行き＿＿＿。 

 

12. 夏休みを＿＿＿＿して北海道へ旅行した。 

 

13. 駅を出るとすぐ薬屋の大きな＿＿＿＿が見えた。 

 

かんばん 利用 せいきゅう ほうほう 急行 口座 きかい ろうじん 説明書 大使館

 かぶ 割引 えんりょ 

 

 

 

II．訳しなさい 

 

1. как всегда, по-прежнему 
2. незарезервированные места 
3. новый продукт 
4. конец месяца 
5. ответственный, служащий 
6. бланк для заявлений 
7. выходной день 
8. детальный 
9. как можно раньше 
10. автоматически 

Ответы 

 

えんりょ 割引 方法 説明書 機会 口座 せいきゅう かぶ 大使館 老人 急行 利用

 かんばん; あいかわらず 自由席 新製品 月末 係員 申し込み用紙 休日 くわしい

 早やめに 自動的に 
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Тест по лексике (JFE) 

第２２課 

語彙（小テスト） 

 

Ｉ．適当な言葉を入れなさい 

1. 今の生活に＿＿＿＿している。 

 

2. 朝起きるとすぐ＿＿＿を入れる。 

 

3. ２０人以上の＿＿＿＿には、入場料が割引になる。 

 

4. 洋子はしあわせな＿＿＿＿のもとに生まれた。 

 

5. 食べすぎは＿＿＿によくない。 

 

6. スポーツをして＿＿＿＿をかく。 

 

7. それを考えただけで＿＿＿がする。 

 

8. おふろの＿＿＿は４１度ぐらいがちょうどいい。 

 

9. 今朝６時の＿＿＿は１６度だった。 

 

10. かぜをひいたので、＿＿＿＿が出る。 

 

温度 あせ い ほし さむけ 気温 だんたい  

くしゃみ だんぼう まんぞく 

 

 

 

ＩＩ．訳しなさい 

 

1. твердый 

2. большей частью 

3. схватывать, овладевать 

4. чуть теплый суп 

5. действовать, быть эффективным 

6. горячая кастрюля 

7. драка 

8. мышцы 

9. прохладная осень 

10. путешествие фирмы 

 

Ответы 

 

満足 暖房 だんたい ほし い あせ さむけ 温度 気温 くしゃみ 

 

かたい たいてい にぎる ぬるいスープ きく 熱いなべ けんか きんいく 涼しい秋

 社員旅行 
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Тест по лексике (JFE) 

第２３課 

語彙（小テスト） 

Ｉ．適当な言葉を入れなさい 

 

1. ＿＿＿＿のために体温が４０度近くまで上がった。 

 

2. 今までないていた子どもが、母のかおを見て＿＿＿＿になった。 

 

3. 医者は＿＿＿＿をしんさつした。 

 

4. _______で会費を払って中に入る 

 

 

5. 暑いので体が＿＿＿＿ 

 

6. 彼はこの仕事の＿＿＿＿ではない。 

 

7. １度に５＿＿＿飲む 

 

8. はが痛いので、＿＿＿＿＿に行く。 

 

9. 食べた魚が古かったので、ひどい＿＿＿＿をした。 

 

10. 酒を飲みすぎて、＿＿＿＿＿＿がする 

 

はきけ かかり じょう かんじゃ はいしゃ げり だるい 

はいえん うけつけ 笑がお 

 

 

 

ＩＩ．訳しなさい 

1. получить синяки 

2. укачивает в машине 

3. гудит в голове 

4. сильно бьется сердце 

5. голова кружится 

6. делать через силу 

7. Что случилось? 

8. плохое самочувствие 

9. острая боль в желудке 

10. зуб ноет 

11. туберкулез 

12. пневмония, воспаление легких 

13. язва желудка 

14. заявление 

15. нет аппетита 

Ответы 

 

はいえん 笑顔 かんじゃ 受け付け だるい かかり じょう 歯医者 げり はきけ 

 

あざがてきる 車によう 頭が、がんがんする むねが、どきどきする めまいがする

 むりをする どうなさいましたか。 気分が、悪い 胃（い）が、きりきりする
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 歯（は）が、ずきずきする けっかく はいえん 胃かいよう とどけ

 しょくよくがない 
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Тест по лексике (JFE) 

第２４課 

語彙（小テスト） 

 

Ｉ．適当な動詞を正しい形に入れなさい 

 

1. 道に知らない人に＿＿＿＿＿＿＿。 

 

2. ゆう便局は９時に＿＿＿＿＿＿。 

 

3. 留学生をパーテイに＿＿＿＿＿＿。 

 

4. 最近は年中交通が＿＿＿＿＿＿＿。 

 

5. 友だちは先に出かけたが、走っていけば＿＿＿＿＿だろう。 

 

6. 外で遊ぶときは車に＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

7. 母親は子どもたちのいたずら（проказы)＿＿＿＿＿。 

 

8. 今日、だれかたずねてくる（たずねる-приходить в гости)ような、＿＿＿＿＿＿＿。 

 

9. 白いシャツはすぐ＿＿＿＿＿＿。 

 

10. コンサートにさそわれた（さそう-приглашать)が、忙しくて＿＿＿＿＿。 

 

しかる 注意する よごれる しょうたいする 開く ことわる  

しょうたいする おいつく 話しかける 気がする 

 

 

 

ＩＩ．訳しなさい 

 

1. лишний, ненужный 

2. немедленно, сейчас же 

3. секретарь 

4. штрафной талон 

5. но все же, при всем этом 

6. невыносимо 

7. носилки 

8. открыть зонтик 

9. редко 

10. 1. умелый, 2. вкусный 

 

Ответы 

 

話しかけられた 開きます 招待する じゅうたいしています 追いつける

 注意しなさい しかった 気がする 汚れる 断った 

 

 

よけいな さっそく ひしょ はんそくきっぷ それにしても がまんできない たんか

 かさをさす たまに うまい 
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Тест по лексике (JFE) 

第２５課 

語彙（小テスト） 

 

Ｉ．適当な言葉を入れなさい。 

 

1. Ａ社はけいやくをまもらないから、＿＿＿＿＿をやめることにした。 

 

2. ２年早く入社した＿＿＿＿＿に仕事を教えてもらった。 

 

3. 急行は＿＿＿＿で２時間遅れた。 

 

4. その品はもう＿＿＿＿に出ている。 

 

5. ドイツ語が＿＿＿＿＿だ。 

 

6. この機械（きかいーмашина, механизм)は＿＿＿＿が悪い。 

 

7. _______の人は、石で道具を作った。 

 

8. この町にも大きなスーパーが＿＿＿＿＿してきた。 

 

9. 申込書（もうしこみしょ）に名前と住所と＿＿＿を書いてください。 

 

10. 日本は、いろいろな電気せいひんを多くの国に＿＿＿＿している。 

 

せいのう 苦手 市場 むかし ねんれい 取り引き しんしゅつ 

ゆしゅつ こしょう せんぱい 

 

 

 

ＩＩ．訳しなさい。 

 

1. взаимно, обоюдно 

2. увеличиться, прибавиться 

3. Извините, что перехожу прямо к делу 

4. В ближайшем будущем 

5. расширять рынок 

6. встречаться (восхв.) 

7. прекрасный, превосходный 

8. смотреть (самоун.) 

9. выручка (от продажи) 

10. (эпис.) Предыдущее опускаю. 

  

Ответы 

 

取り引き せんぱい こしょう 市場 せいのう 苦手 むかし しんしゅつ 年齢

 輸出 

 

おたがいに 増える さっそくですが 近いうちに 市場を広げる お会いになります

 けっこうな はいけんします 売り上げ 前略 
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Тест по лексике (JFE) 

第２６課 

語彙（小テスト） 

 

Ｉ．適当な言葉を入れなさい。 

 

1. あの人は私たちの＿＿＿＿です。 

 

2. 父の＿＿＿＿で銀行へ行くところです。 

 

3. 旅行は一人５万円の＿＿＿＿＿だ。 

 

4. 母は＿＿＿教室を開いて、小学生に教えている。 

 

5. 留学したいという＿＿＿＿＿が実現（じつげんосуществляться) してうれしい。 

 

6. 父はいつも＿＿＿＿で手紙を書く。 

 

7. テーブルに＿＿＿＿＿を並べる。 

 

8. 高い所にになっているカキの実を＿＿＿で落とす。 

 

9. カメラの＿＿＿＿をする 

 

10. ______のうちはどこだ？ 

 

きぼう 食器 よさん おまえ じょうし おつかい 書道 

手入れ ぼう ふで 

 

 

 

ＩＩ．訳しなさい。 

 

1. обращаться, обходиться 

2. он, тот парень (муж.) 

3. если это возможно 

4. Не стесняйтесь! 

5. вряд ли, едва ли, не может быть 

6. жалкий, несчастный 

7. популярный человек 

8. комический рассказчик 

9. доставка на дом 

10. вначале, сначала 

 

Ответы 

 

上司 おつかい よさん 書道 希望 ふで 食器 ぼう 手入れ おまえ 

 

 

あつかう あいつ できたら ごえんりょなく まさか きのどくな 人気者 落語家 宅配便

 まず 
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Список тестов 3 и 4 курс 

NAJI 1課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① ассоциация ② хотеть пить 

③ квадратный ④ стараться 

⑤ устраивает по времени 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 中華 ② 食欲 ③ 成績 

④ 影響 ⑤ 遅刻 ⑥ 最近 

⑦ 国籍 ⑧ 豚肉 ⑨ 渇く 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ＡはＢより・・・。 

② ＡとＢとどちらが・・・。 

③（Ａより）Ｂのほうが・・・。 

④ ＡはＢほど・・・ない。 

⑤ ＡとＢとＣの中で・・・が一番・・・。 

⑥ ＡはＢと比べると・・・ 

⑦ なんとなく ＋ 【い形容詞】 く ＋ 感じる 

⑧ （Ｘは）～によって違う 

⑨ ～のではないでしょうか 

NAJI 2課（復習テスト） 

氏名 
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１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① сжимать ② указательный палец 

③ повалить ④ еще раз 

⑤ сокращение ⑥ составить 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 勝負 ② 包む ③ 親指 

④ 意見 ⑤ 内容 ⑥ 優しい 

⑦ 技術 ⑧ 区別 ⑨ 早退 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① Ｘは・・・ようだ 

② Ｘは・・・ような ＋【 名詞 】 

③ Ｘは・・・ように ＋【 い・な形容詞／動詞 】 

④ Ｘはまるで・・・みたいだ 

⑤ ＡとＢは、Ｘが似ている 

⑥ ＡはＢとそっくりだ 

⑦ Ｘは・・・という意味です 

⑧ Ｘというのは・・・です 

⑨ Ａが・・・を、Ｂが・・・を ～ 

 

NAJI 3課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① достаточно ② тяжкий 



198 
 

③ сразу ④ не принципиально 

⑤ способности ⑥ склон 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 家賃 ② 階段 ③ 満車 

④ 表示 ⑤ 練習 ⑥ 自慢 

⑦ 通訳 ⑧ 学歴 ⑨ 実力 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・どれくらい・・・ 

② ・・・より ずっと・・・ 

③ ・・・ければ・・・ほど・・・ 

④ ～ 【 名詞 】＋ ほど・・・ 

⑤ まあまあ 

⑥ 最も・・・です 

⑦ 今でも 

⑧ 今では 

⑨ なんて 

NAJI 4課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① привыкать ② помеха 

③ шум ④ понравится 

⑤ основной ⑥ интервью 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 
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① 放送 ② 理解 ③ 複雑 

④ 通勤 ⑤ 一生懸命 ⑥ 筆記 

⑦ 傘をさす ⑧ 文句 ⑨ 私自身 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・けれど、・・・ 

② ・・・。でも、・・・ 

③ ・・・。ところが、・・・ 

④ ・・・のに、・・・ 

⑤ AはBと違って・・・ 

⑥ AがBと違うのは・・・ 

⑦ ・・・のたびに・・・ 

⑧ ・・・させられました。 

⑨ ・・・してもらいました。 

 

NAJI 5課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① оглянуться назад ② шар 

③ впечатление ④ учебник 

⑤ закон ⑥ правило 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 寿命 ② 医療 ③ 冷凍 

④ 締切 ⑤ 地震 ⑥ 消費税 
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⑦ 規則 ⑧ 休憩 ⑨ 出来事 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・そうだ。 

② ・・・らしい。 

③ ・・・によると、・・・ 

④ ・・・の話では、・・・ 

⑤ ・・・から聞いたんですが、・・・ 

⑥ 聞くところによると・・・ 

⑦ ・・・ことになっています。 

⑧ ・・・させられました。 

⑨ ・・・ごとに・・・ 

NAJI 6課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① вождение ② чрезвычайно 

③ пункт назначения ④ исследование 

⑤ сдаться ⑥ заплакать 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 高速道路 ② 長時間 ③ 運転手 

④ 必要 ⑤ 距離 ⑥ 衝突 

⑦ 矢印 ⑧ 泥棒 ⑨ 自動的 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・する時／した時、・・・ 
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② ・・・まで・・・ 

③ ・・・間あいだ（に）・・・ 

④ ・・・中ちゅう（に）・・・ 

⑤ ・・・中じゅう（に）・・・ 

⑥ （動詞）＋ 続ける 

⑦ （動詞）＋ 出す 

⑧ ・・・ことがある 

⑨ つい 

NAJI 7課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① вызов ② подготовка 

③ повторять ④ помогать 

⑤ художник ⑥ обнаруживать 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 分野 ② 記録 ③ 限界 

④ 誕生 ⑤ 載る ⑥ 紹介 

⑦ 申請 ⑧ 残念 ⑨ 半額 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① 今にも・・・そうだ。 

② ・・・そうにない。 

③ ・・・なさそうだ。 

④ ・・・以上 
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⑤ ・・・以下 

⑥ ・・・以内 

⑦ ・・・以外 

⑧ それでは（それじゃあ）・・・ましょう。 

⑨ ・・・としたら・・・ 

 

NAJI 8課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① разочароваться ② поддержка 

③ судьба ④ угощение 

⑤ верить ⑥ срочное дело 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 期待 ② 予想 ③ 全く 

④ 占い師 ⑤ 宝くじ ⑥ 酔っ払う 

⑦ 活躍 ⑧ 夢中 ⑨ 野菜 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・（だろう）と思っていたら・・・ 

② ・・・たら、・・・ 

③ せっかく・・・のに・・・ 

④ 思っていたより・・・ 

⑤ 思っていたほど・・・ 

⑥ ・・・やはり・・・ 
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⑦ ・・・が、意外にも・・・ 

⑧ ・・・ばかりしないで・・・ 

⑨ ・・・ばかりいると・・・ 

 

NAJI 9課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① достижение ② цель 

③ результат ④ требовать 

⑤ хвалить ⑥ нехватка калорий 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 好奇心 ② 報酬 ③ 途中 

④ 刺激 ⑤ 精神的 ⑥ 誤解 

⑦ 帰省 ⑧ 渋滞 ⑨ 被害 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・が悪くて・・・ 

② ・・・のために・・・ 

③ ・・・によって・・・ 

④ ・・・ので、・・・ 

⑤ ・・・ですから・・・ 

⑥ ・・・のは・・・からです。 

⑦ ・・・によって、より短みじかく・・・ 

⑧ ・・・なければならない。 
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⑨ ・・・なくちゃ。 

NAJI 10課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① следовать ② редкий 

③ связывать ④ терпеть 

⑤ орать ⑥ взлетать 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 雑誌 ② 真剣 ③ 疲れる 

④ 感謝 ⑤ 景色 ⑥ 応援 

⑦ 寝不足 ⑧ 主人公 ⑨ 満員 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① なぜ/どうして・・・か分からない。 

② なぜ/どうして・・・かというと、・・・からです。 

③ ・・・おかげで・・・ 

④ ・・・のは、・・・おかげだ。 

⑤ ・・・せいで・・・ 

⑥ ・・・のは・・・せいだ。 

⑦ ・・・とか、・・・とか・・・ 

⑧ ちょっと・・・だけです。 

Ａ：どうしましたか？ Ｂ：ちょっと だけです。 

⑨ 思わず・・・ 

NAJI 11課（復習テスト） 
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氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① разнообразный ② сомневаться 

③ доклад ④ прилежный 

⑤ посещение больного ⑥ поле 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 選択 ② 悩む ③ 感想文 

④ 有難い ⑤ 物理 ⑥ 上司 

⑦ 親友 ⑧ 湖 ⑨ 活躍 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・ほうが・・・よりましだ。 

② ・・・くらいなら・・・ほうがました。 

③ ・・・ほど・・・は、ほかにはない。 

④ ・・・というより、むしろ・・・。 

⑤ ・・・にとって・・・。 

⑥ ・・・として・・・。 

⑦ ・・・ものだ。 

⑧ ・・・もなければ・・・もない。 

⑨ ・・・したら、かえって・・・。 

NAJI 12課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① запах ② свеча 
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③ сердце ④ условие 

⑤ выбор ⑥ типичный 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 腐る ② 航海 ③ 物語 

④ 友情 ⑤ 肌 ⑥ 恋愛 

⑦ 温暖化 ⑧ 工夫 ⑨ 成分 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・は・・・にたとえられる。 

② ・・・を・・・にたとえると、・・・。 

③ ・・・は、いわば・・・だ。 

④ ・・・は、いわゆる・・・だ。 

⑤ ・・・、つまり・・・。 

⑥ つまり・・・ということだ。 

⑦ ・・・を・・・と呼ぶ。 

⑧ ・・・によって・・・。 

⑨ この・・・は・・・の味がするけど、・・・ですか？ 

NAJI 13課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① глубь ② реальный 

③ естественный ④ предел 

⑤ леденеть ⑥ восхищение 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 
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① 就職 ② 懐かしい ③ 実現 

④ 一般的 ⑤ 適性 ⑥ 暮らす 

⑦ 非常に ⑧ 立派 ⑨ 興奮 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・きましたが、これからは・・・。 

② ・・・は、だんだん・・・なっていく。 

③ ・・・につれて・・・。 

④ ・・・にしたがって・・・。 

⑤ ・・・ほど・・・。 

⑥ ・・・ほどだ。 

⑦ ・・・ほどではない。 

⑧ ・・・ばかり行くと・・・。 

⑨ すみませんが、・・・ばかり・・・。 

NAJI 14課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① прятать ② убивать 

③ процентное соотношение ④ наталкиваться 

⑤ ряд ⑥ свежий 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 笑顔 ② 無愛想 ③ 不思議 

④ 細胞 ⑤ 免疫力 ⑥ 週刊誌 

⑦ 同僚 ⑧ 居酒屋 ⑨ 派手 
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３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① Aは・・・のに対して、Bは・・・。 

② Aは・・・。それに対して、Bは・・・。 

③ Aは・・・。一方、Bは・・・。 

④ Aは・・・。ところが、Bは・・・。 

⑤ ・・・に行き、・・・。 

⑥ ・・・と比べ、・・・。 

⑦ ・・・ではなく、・・・。 

⑧ たとえ・・・ても、・・・。 

⑨ ・・・。また、・・・。 

NAJI 15課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① действовать ② дремота 

③ воображение ④ расширять 

⑤ столкновение ⑥ срочное дело 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 真夏 ② 雨具 ③ 景色 

④ 服装 ⑤ 冷房 ⑥ 一安心 

⑦ 読解 ⑧ 平均 ⑨ 迷惑 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・ということです。 

② ・・・とのことだ。 
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③ ・・・と聞いた。 

④ ・・・と聞いているんですが、・・・。 

⑤ ・・・と聞いたんですが、・・・。 

⑥ ・・・と言われている。 

⑦ ・・・だけでなく、・・・も・・・。 

⑧ ・・・＜動詞た形＞まま・・・ 

⑨ ・・・。ちなみに、・・・。 

NAJI 16課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① вытянутый ② наводнение 

③ ресурсы ④ сушить 

⑤ стирка ⑥ равенство 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 梅雨 ② 列島 ③ 集中的 

④ 被害 ⑤ 食中毒 ⑥ 影響 

⑦ 国籍 ⑧ 屋台 ⑨ 信頼 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・うちに・・・。 

② ・・・ているうちに・・・。 

③ ・・・ないうちに・・・。 

④ ・・・から・・・にかけて・・・。 

⑤ ・・・がちだ。 
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⑥ いかにも・・・らしい。 

⑦ ・・・らしい・・・。 

⑧ ・・・ならば、・・・ことだ。 

⑨ ・・・こと。 

NAJI 17課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① перпендикулярный ② плоскость 

③ краски ④ намазать 

⑤ тусклый ⑥ прогуливать 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 錯覚 ② 展示 ③ 特殊 

④ 本棚 ⑤ 緊張 ⑥ 退屈 

⑦ 喫煙 ⑧ 眼鏡 ⑨ 演奏 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・そうに見える。 

② ・・・そうな気がする。 

③ ・・・そうになった。 

④ （きっと）・・・に違いない。 

⑤ ・・・はずがない。 

⑥ ・・・である。 

⑦ ・・・ことに・・・。 

⑧ ・・・もんだ。 
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⑨ よく・・・ものだ。 

NAJI 18課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① приглашать ② наконец 

③ попробовать ④ особенный 

⑤ продажи ⑥ неожиданный 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 行列 ② 予想 ③ 案外 

④ 注文 ⑤ 出前 ⑥ 視聴率 

⑦ 寒気 ⑧ 案の定 ⑨ お似合い 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① 予想したとおり・・・。 

② 期待どおり・・・。 

③ 予想に反して・・・ 

④ 案の定・・・。 

⑤ 案外・・・。 

⑥ まさか・・・とは思わなかった。 

⑦ ・・・、まさに・・・どおりだった。 

⑧ ・・・せずに・・・。 

⑨ ついに・・・。 

NAJI 19課（復習テスト） 

氏名 
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１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① напротив ② обычно 

③ соревновательность ④ веселый 

⑤ поручать ⑥ родственники 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 素朴 ② 疑問 ③ 幼稚園 

④ 適当 ⑤ 納得 ⑥ 狂う 

⑦ 後悔 ⑧ お土産 ⑨ 決意 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・からこそ・・・。 

② ・・・ばかりに・・・。 

③ ・・・からには・・・。 

④ ・・・なければならない。 

⑤ ・・・つもりだ。 

⑥ ・・・てはいけない。 

⑦ ・・・ようがない。 

⑧ ・・・わけにはいかない。 

⑨ さぞ・・・だろう。 

 

NAJI 20課（復習テスト） 

氏名 

１ 下の言葉を日本語にしてください。 

① обменяться ② полоса 
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③ взаимно ④ общий 

⑤ полностью ⑥ мелочь 

２ 下の漢字の読み方を書いてください。 

① 免許 ② 合図 ③ 点滅 

④ 本来 ⑤ 誤解 ⑥ 快適 

⑦ 廊下 ⑧ 丈夫 ⑨ 出世 

３ 下の言葉を使って文を作りましょう。 

① ・・・と・・・わけだ。 

② ・・・たら・・・わけです。 

③ つまり・・・わけです。 

④ ・・・わけではない。 

⑤ ・・・といっても、・・・わけではない。 

⑥ ・・・からといって、・・・というわけではない。 

⑦ ・・・とは限らない。 

⑧ わざわざ・・・。 

⑨ うっかり・・・。 

 

 


