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Вопрос 1 
 
Балл: 2,00 
Укажите единственно верный вариант транскрипции слова  ジャンパー согласно 
транскрипционной системе Поливанова. 
Впишите ответ кириллицей в поле ответов.  
 

Ответ:  
Правильный ответ: дзямпа: 

Вопрос 2 
 
Балл: 2,00  
Запишите хираганой слово «уммэй».  

(Слово записано согласно транскрипционной системе Поливанова.) 

 

Ответ:  
Правильный ответ: うんめい 

Вопрос 3 
 
Балл: 3,00 
Какие из перечисленных иероглифов используются для записи подчеркнутых слов? 
Обратите внимание, что в списке есть лишние ответы. 
 
 

はしって 家に 入りました。 Ответ 1 Выберите...  
おきて かおを あらいます。 Ответ 2 Выберите...  
あるいて 学校まで 行きます。 Ответ 3 Выберите...  
 

Правильный ответ: 
はしって 家に 入りました。 → 走, 

おきて かおを あらいます。 → 起, 

あるいて 学校まで 行きます。 → 歩 

Вопрос 4 
 
Балл: 3,00 
Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов. Обратите внимание, 
что в списке есть лишние ответы. 
 

毎晩、えいがを 見ます。 Ответ 1 Выберите...  
えいごが 上手に なりたい です。 Ответ 2 Выберите...  
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毎日、かいわの れんしゅうを します。 Ответ 3 Выберите...  
 

Правильный ответ: 
毎晩、えいがを 見ます。 → 映画, 

えいごが 上手に なりたい です。 → 英語, 

毎日、かいわの れんしゅうを します。 → 会話 

Вопрос 5 
 
Балл: 3,00 
Подберите верную иероглифическую запись для подчеркнутых слов.  Обратите внимание, 
что в списке есть лишние ответы. 
 

今日は へやを そうじます。 Ответ 1 Выберите...  
おくじょうの ガーデンは 会社員で いっぱいです。 Ответ 2 Выберите...  
このきょうしつは 明るくて、広いです。 Ответ 3 Выберите...  
 

Правильный ответ: 
今日は へやを そうじます。 → 部屋, 

おくじょうの ガーデンは 会社員で いっぱいです。 → 屋上, 

このきょうしつは 明るくて、広いです。 → 教室 

Вопрос 6 
 
Балл: 3,00 
Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами.  Обратите 
внимание, что в списке есть лишние ответы. 

今日は 別に いそがしくないです。 Ответ 1 Выберите...  
急に 雨が 降りました。 Ответ 2 Выберите...  
特に 質問は ありません。 Ответ 3 Выберите...  
 

Правильный ответ: 
今日は 別に いそがしくないです。 → べつ, 

急に 雨が 降りました。 → きゅう, 

特に 質問は ありません。 → とく 

Вопрос 7 
 
Балл: 4,00 
Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами. Обратите 
внимание, что в списке есть лишние ответы. 
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青い ネクタイを して います。 Ответ 1 Выберите...  
赤い りんごは いくら ですか。 Ответ 2 Выберите...  
にわに 白い 花が さきます。 Ответ 3 Выберите...  
黒い ペンで 書いてください。 Ответ 4 Выберите...  
 
Правильный ответ: 
青い ネクタイを して います。 → あおい, 

赤い りんごは いくら ですか。 → あかい, 

にわに 白い 花が さきます。 → しろい, 

黒い ペンで 書いてください。 → くろい 

Вопрос 8 
 
Балл: 4,00 

Какое слово в ряду лишнее? 

みかん、オレンジー、ジュース、なし  

うれしい、すずしい、かなしい、さびしい  

ソファ、ほんだな、たんす、シャワー  

ぶんがく、すうがく、にゅうがく、かがく  

 
Верный ответ: 
Какое слово в ряду лишнее? 

みかん、オレンジー、ジュース、なし [ジュース] 

うれしい、すずしい、かなしい、さびしい [すずしい] 

ソファ、ほんだな、たんす、シャワー [シャワー] 

ぶんがく、すうがく、にゅうがく、かがく [にゅうがく] 
 

Вопрос 9 
 
Балл: 4,00 

Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). Обратите внимание, 

что в списке есть лишние ответы. 

あの工場は コンピューターを   している。 
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この道は   をしていますから、気を つけてください。 

かれの 計画に   しました。 

  ができたから、今日は ちょっと。。。 

Верный ответ: 
  

あの工場は コンピューターを [せいさん] している。 

この道は [こうじ] をしていますから、気を つけてください。 

かれの 計画に [さんせい] しました。 

[ようじ] ができたから、今日は ちょっと。。。 

 
 

Вопрос 10 
 
Балл: 4,00 

Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). Обратите внимание, 

что в списке есть лишние ответы. 

  

1. 明日までに  この 仕事を 終わらせます。 

2. おそくなって すみません。バスが   来なかったんです。 

3.   宿題が 終わりました。二時間も かかりました。 

4. 午後から 雨が 降ると 聞いていましたが、     降り始めました。 

 

Верный ответ: 
  

1. 明日までに [かならず] この 仕事を 終わらせます。 

2. おそくなって すみません。バスが [なかなか] 来なかったんです。 

3. [やっと] 宿題が 終わりました。二時間も かかりました。 

4. 午後から 雨が 降ると 聞いていましたが、[やはり]   降り始めました。 

 
 

Вопрос 11 
 
Балл: 4,00 
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 списка). Обратите внимание, что в списке есть лишние ответы. 

 まどを    、さむくなりました。 

となりの 子どもは かいだんから    けがを しました。 

かべに ポスターが    あります。 

姉に コーヒーを    もらいました。 

 

Верный ответ: 

 まどを [あけて]  、さむくなりました。 

となりの 子どもは かいだんから [おちて]  けがを しました。 

かべに ポスターが [はって]  あります。 

姉に コーヒーを [いれて]  もらいました。 

 
 

Вопрос 12 
 
Балл: 4,00 

Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 

предложенного списка). Обратите внимание, что в списке есть лишние ответы. 

来週、いなかから 両親が あそびに 来る。     で 来る ので、くうこ

う まで  むかえに 行こうと 思う。   の うんてんは  あまり 上手 

じゃないし、   で 行く と、たくさん  乗りかえなければならない の

で、     で 行こうと 思う。道が こまなければ、間に合う だろう。 

 

Верный ответ: 
来週、いなかから 両親が あそびに 来る。[ひこうき]   で 来る ので、くうこ

う まで  むかえに 行こうと 思う。 [車] の うんてんは  あまり 上手 じゃな

いし、[電車]  で 行く と、たくさん  乗りかえなければならない ので、[バス]   で 

行こうと 思う。道が こまなければ、間に合う だろう。 

 
 

Вопрос 13 
 
Балл: 4,00 
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Подберите антонимы к словам из предложенного списка. Обратите внимание, что в 
списке есть лишние слова. 
 
 

しぬ Ответ 1 Выберите...  
かりる Ответ 2 Выберите...  
はなれる Ответ 3 Выберите...  
のる Ответ 4 Выберите...  
 
Правильный ответ: 
しぬ → うまれる, 

かりる → かえす, 

はなれる → ちかづく, 

のる → おりる 

Вопрос 14 
 
Балл: 4,00 
Соотнесите обиходные выражения с ситуацией их употребления. Обратите внимание, что 
в списке есть лишние варианты 

 

よろしくおねがいします。 Ответ 1 Выберите...  
もしもし。 Ответ 2 Выберите...  
ごちそうさまでした。 Ответ 3 Выберите...  
いってきます。 Ответ 4 Выберите...  
 

Правильный ответ: 
よろしくおねがいします。 → たのむ時, 

もしもし。 → 電話をかける時, 

ごちそうさまでした。 → 食べた後, 

いってきます。 → 家を出る時 

Вопрос 15 
 
Балл: 3,00 

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

ответы. 

この仕事は 私    やらせてください。 
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私は 電車で 知らない 人に かばん   ぬすまれました。 

毎年 おばあさん   ケーキを 作って くれます。 

 

Верный ответ: 
この仕事は 私  [に] やらせてください。 

私は 電車で 知らない 人に かばん [を] ぬすまれました。 

毎年 おばあさん [が] ケーキを 作って くれます。 

 

Вопрос 16 
 
Балл: 3,00 

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

あたまが いたい  、帰ってもいい ですか。 

きのう、ねている   大きな じしんが ありました。 

朝早く 行った  、コンサートの きっぷを 買えませんでした。 

 

Верный ответ: 
あたまが いたい[ので]、帰ってもいい ですか。 

きのう、ねている [間に] 大きな じしんが ありました。 

朝早く 行った [のに]、コンサートの きっぷを 買えませんでした。 

 
 

Вопрос 17 
 
Балл: 3,00 

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

明日は 休みだから、しゅくだいを   。 

図書館で うるさく  。 

車に のる ときは、シートベルトを  

 
Верный ответ: 
 

明日は 休みだから、しゅくだいを  [しなくてもいい]。 
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図書館で うるさく [してはいけない] 。 

車に のる ときは、シートベルトを [しなければいけない] 
 

Вопрос 18 
 
Балл: 3,00 

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

大学を そつぎょうしても、日本語を 勉強し  。 

しょうらい、歌手に なり  。 

このくつは あるき  。 

 

Верный ответ: 
大学を そつぎょうしても、日本語を 勉強し[つづけます]。 

しょうらい、歌手に なり[たいです] 。 

このくつは あるき [にくいです]。 

 
 

Вопрос 19 
 
Балл: 3,00 

Выберите нужные вспомогательные глаголы. Обратите внимание, что в ряду есть лишние 

ответы. 

朝早く 出かけるから、めざまし時計を かけて  。 

新しい ことばが こくばんに 書いて  。読んでください。 

ドアが 閉まって  。 

  
Верный ответ: 
朝早く 出かけるから、めざまし時計を かけて[おきます]。 

新しい ことばが こくばんに 書いて [あります] 。読んでください。 

ドアが 閉まって [います] 。 
 

Вопрос 20 
 
Балл: 3,00 
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Выберите нужные вежливые (почтительные и скромные) глаголы.  Обратите внимание, 

что в списке есть лишние ответы. 

ごしょうかい  。こちらは 山本さんです。 

はじめまして。田中明子と  。 

先生は 何時に 大学へ   か 。 

 

Верный ответ: 
ごしょうかい [いたします] 。こちらは 山本さんです。 

はじめまして。田中明子と [もうします]。 

先生は 何時に 大学へ [いらっしゃいます] か 。 

 
 

Вопрос 21 
 
Балл: 2,00 
Определите, какие из предложений грамматически правильные (НЕ содержат ошибку). 
Отметьте ДВА верных ответа. 

  

a.姉は いくら 食べても、ふとりません。 

b.「ワンピース」というアニメを 見た ことが ありますか。 

c.きのうの パーティ―は  楽しかったよ。春子ちゃんも いっしょに 来ればい

いのに。 

d.電気が きえているから、山田さんは いないのはずです。 

e.田中さんが 今 どこに いるか どうか 知っていますか。 
 
Правильные ответы: 
 
「ワンピース」というアニメを 見た ことが ありますか。, 

 
姉は いくら 食べても、ふとりません。 

Вопрос 22 
Баллов: из 6,00 
Расположите данные ниже реплики по порядку так, чтобы получился связный диалог. 

 
 

• わかりました。 
• ああ、きのうの ように して おいて ください。コピーは？ 
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• おねがい します。それから、エアコンも つけてください。 
• はい。つくえの ならび方は どうしますか。 
• して あります。つくえの 上に おいておきます 
• 田中さん、かいぎの じゅんびは できていますか。 

Для этих элементов правильный порядок выглядит так: 

1. 田中さん、かいぎの じゅんびは できていますか。 
2. はい。つくえの ならび方は どうしますか。 
3. ああ、きのうの ように して おいて ください。コピーは？ 
4. して あります。つくえの 上に おいておきます 
5. おねがい します。それから、エアコンも つけてください。 
6. わかりました。 

Вопрос 23 
 
Балл: 5,00 
Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют содержанию 
текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано. 

A 数日E

すうじつ
A前の 夕方、急に あたりが くらく なったかと 思うと、雨が ふり出し

てきました。外を 見ると、木の下に わかい 男の人が 雨を 避けて* 立ってい

るのが 見えました。私は げんかんから とび出して、私の 家の かさを 使う

ように 言いました。その人は、「もう こちらに 来ない かもしれないから」と

言って、えんりょしましたが、私は「古い かさだから、かえさなくてもいいです」

と言って わたしました。私は その人が そんなに 古いかさを かえしに来るな

どとは 考えても いませんでした。そして、かさの ことは すっかり わすれて 

いました。ところが、その わかい 人が おかしを 持って、かさを かえしに 

来たのです。その夜、私は A 主人E

しゅじん
Aといっしょに、いただいた おかしを しみじみ

味わいました。 

*避ける –  избегать 

 
 

この人は 男の人を 家に あんないしました。 Ответ 1
Выберите...  

男の人に もらった おかしは おいしかったです。 Ответ 2
Выберите...  

男の人は はじめて このあたりに 来ました。 Ответ 3
Выберите...  

男の人は 一週間後に かさを 持ってきました。 Ответ 4
Выберите...  

この人は 男の人に かさを かえしてほしかったで

す。 
Ответ 5
Выберите...  
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Правильный ответ: 
この人は 男の人を 家に あんないしました。 → Неверно, 

男の人に もらった おかしは おいしかったです。 → Верно, 

男の人は はじめて このあたりに 来ました。 → В тексте не сказано, 

男の人は 一週間後に かさを 持ってきました。 → В тексте не сказано, 

この人は 男の人に かさを かえしてほしかったです。 → Неверно 

Вопрос 24 
 
Балл: 3,00 
Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют содержанию 
текста. Отметьте ТРИ верных ответа. 
 

日本では、夏に あちらこちらで 花火大会が あります。東京では、すみだ川の 花火大

会が 有名で、毎年 7月の 4番目の 土曜日に 開かれます。380年前に 20発の 花火で 始ま

ったそうですが、今は 20,000発以上の 花火が 上がって、100万人くらいの 人が 見に 行
く そうです。その日、花火大会の ある 場所の 近くは 車は 通れません。はしの 上から

は よく 見えるので、たくさんの 人が あつまります。はしの 上で 止まって 花火を 見
ると、通れなく なります。だから、止まる ことは できません。花火には、「花」

「風」など 名前が ついていて、どの花火が 一番 きれいかきめたりします。 

テレビでも 見られますが、近くで 見ると 空から ほしが ふってくるようで、とても き
れいです。ぜひ、みなさん、お出かけください。 

 

a.花火大会は テレビでは 見ることができません。 

b.この花火大会は もう３００年以上 行われています。 

c.一番 きれいなのは「花」、「風」という 花火です。 

d.すみだ川の 花火大会は 年に一回 開かれます。 

e.人は はしの 上で 車を 止めて、花火を 見ることが できません。 
 
 
Правильные ответы: 
 
この花火大会は もう３００年以上 行われています。, 

 
すみだ川の 花火大会は 年に一回 開かれます。 , 

 
人は はしの 上で 車を 止めて、花火を 見ることが できません。 

Вопрос 25 
 
Балл: 2,00 
Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют содержанию 
текста. Отметьте ДВА верных ответа. 
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マリアさんは 夜、ねつを 出して、のどが いたくなりました。せきも 止まりません。

つぎの日、病院へ 行って、A 薬E

くすり
Aを もらいました。 

  
 *錠 - таблетка 
 

a.マリアさんは 昼間、食後に 薬を ２錠 飲みます 

b.マリアさんは 一日に 薬を ６錠 飲みます。 

c.マリアさんは 一日に 薬を ７錠 飲みます。 

d.マリアさんは 朝、食前に 薬を ２錠 飲みます。 

e.マリアさんは 朝、食べ終わって３０分後に 薬を ２錠 飲みます。 
 
Правильные ответы: 
 
マリアさんは 一日に 薬を ７錠 飲みます。, 

 
マリアさんは 朝、食べ終わって３０分後に 薬を ２錠 飲みます。 

Вопрос 26 
 
Балл: 2,00 
Укажите блюда японской кухни, которые готовятся с лапшой? Укажите ДВА правильных 
ответа. 
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a.たこやき 

b.すきやき 

c.やきそば 

d.うどん 

e.とんかつ 

f.かつどん 
 
Правильные ответы: 
うどん, 

やきそば 

Вопрос 27 
 
Балл: 3,00 
Какие праздники приходятся на Золотую неделю? Укажите ТРИ правильных ответа. 

a.けいろうの日 

b.たいいくの日 

c.海の日 

d.子どもの日 

e.みどりの日 

f.ぶんかの日 

g.しょうわの日 
 

Правильные ответы: しょうわの日, 
みどりの日, 

子どもの日 

Вопрос 28 
 
Балл: 3,00 
Укажите названия известных районов Токио. Отметьте ТРИ правильных ответа. 

a.しんさいばし 

b.しんじゅく 

c.よどがわ 

d.あきはばら 

e.あさきた 

f.しぶや 

g.ぎおん 
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Правильные ответы: 
しんじゅく, 

しぶや, 

あきはばら 

Вопрос 29 
 
Балл: 4,00 
Укажите японских писателей. Отметьте ЧЕТЫРЕ правильных ответа. 

a.あべ しんぞう 

b.あくたがわ りゅうのすけ 

c.みしま ゆきお 

d.あべ こうぼう 

e.みやざき はやお 

f.くろさわ あきら 

g.きたの たけし 

h.かわばた やすなり 

i.しなかい まこと 
 

Правильные ответы: 
あべ こうぼう, 

あくたがわ りゅうのすけ, 

かわばた やすなり, 

みしま ゆきお 

Вопрос 30 
 
Балл: 4,00  
Соотнесите номера и названия регионов Японии. Обратите внимание, в списке есть 
лишние ответы. 



Японский язык  11 класс 

 
Регион 3 Ответ 1 Выберите...  
Регион 1 Ответ 2 Выберите...  
Регион 5 Ответ 3 Выберите...  
Регион 7 Ответ 4 Выберите...  
 
Правильный ответ: 
Регион 3 → かんとう, 

Регион 1 → ほっかいどう, 

Регион 5 → きんき, 

Регион 7 → しこく 
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