
Японский язык  9 класс 

Вопрос 1 
 
Балл: 2,00 
Укажите единственно верный вариант транскрипции слова ふじсогласно 
транскрипционной системе Поливанова. Впишите ответ кириллицей в поле ответов. Не 
используйте заглавные буквы. 

 

Ответ:  
Правильный ответ: фудзи 

Вопрос 2 
 
Балл: 2,00 
Запишите хираганой слово «танъи». 
(Слово записано согласно транскрипционной системе Поливанова.) 

 

Ответ:  
Правильный ответ: たんい 

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

 

• あさ、でんしゃで 新聞を よみました。 
Ответ 1 Выберите...  

• 毎日、テレビを みます。 
Ответ 2 Выберите...  

• まいばん ラジオを ききます。 
Ответ 3 Выберите...  

 
Правильный ответ: 

• あさ、でんしゃで 新聞を よみました。 

→ 読, 

• 毎日、テレビを みます。 

→ 見, 

• まいばん ラジオを ききます。 

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

 
 

• クラスで でんわを つかってはいけません。 
Ответ 1 Выберите...  

• くらいですから、でんきを つけてください。 
Ответ 2 Выберите...  

• 毎日、でんしゃで 学校に 行きます。 
Ответ 3 Выберите...  

 

Правильный ответ: 

• クラスで でんわを つかってはいけません。 

→ 電話, 

• くらいですから、でんきを つけてください。 

→ 電気, 

• 毎日、でんしゃで 学校に 行きます。 

→ 電車 

Вопрос 5 
 
Балл: 3,00 
Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами. Обратите 
внимание, что в ряду есть лишние ответы. 
 
 

• 外は さむいですから、まどを しめましょう。 
Ответ 1 Выберите...  

• 左がわに としょかんが あります。 
Ответ 2 Выберите...  

• つくえの 下に ねこが います。 
Ответ 3 Выберите...  

 
Правильный ответ: 

• 外は さむいですから、まどを しめましょう。 

→ そと, 
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• 左がわに としょかんが あります。 

→ ひだり, 

• つくえの 下に ねこが います。 

→ した 

Вопрос 6 
 
Балл: 3,00 
Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами.  

 Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы. 
 
 

• 本は いっさつ 三千えんです。 
Ответ 1 Выберите...  

• きょうしつには 学生が 三人 います。 
Ответ 2 Выберите...  

• 山川さんは 三十さいです。 
Ответ 3 Выберите...  

 

Правильный ответ: 

• 本は いっさつ 三千えんです。 

→ さんぜん, 

• きょうしつには 学生が 三人 います。 

→ さんにん, 

• 山川さんは 三十さいです。 

→ さんじゅう 

Вопрос 7 
 
Балл: 4,00 
Подберите верные чтения подчеркнутых слов, записанных иероглифами.  
 Обратите внимание, что в ряду есть лишние ответы. 

 
 

• にわに 白い 花が さきます。 
Ответ 1 Выберите...  

• 黒い ペンで 書いてください。 
Ответ 2 Выберите...  
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• 赤い りんごは いくら ですか。 
Ответ 3 Выберите...  

• 青い ネクタイを して います。 
Ответ 4 Выберите...  

 

Правильный ответ: 

• 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, 

• 赤い りんごは いくら ですか。 

→ あかい, 

• 青い ネクタイを して います。 

→ あおい 

Вопрос 8 
 
Балл: 4,00 

Какое слово в ряду лишнее? Скопируйте его и вставьте в соответствующее поле.  

• りんご、みかん、ジュース、オレンジー  Ответ:  

• あつい、あさい、さむい、あたたかい Ответ:  

• ハンバーガー、コーヒー、アイスクリーム、サッカー Ответ:  

• しゅくだい、じゅぎょう、じどうしゃ、きょうかしょ Ответ:  

 
Верный ответ: 

• りんご、みかん、ジュース、オレンジー  Ответ: [ジュース] 
• あつい、あさい、さむい、あたたかい Ответ: [あさい] 
• ハンバーガー、コーヒー、アイスクリーム、サッカー Ответ: [サッカー] 
• しゅくだい、じゅぎょう、じどうしゃ、きょうかしょ Ответ: [じどうしゃ] 

Вопрос 9 
 
Балл: 4,00 

Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 
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• ノートを 三   ください。 

• としょかんに この きょうかしょは 二   しか ありません。 

• うちに かさが 二    あります。 

• くろきさんは 車を 三   も もっています。 

 
Верный ответ: 
Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 
  

• ノートを 三[まい] ください。 
• としょかんに この きょうかしょは 二[さつ] しか ありません。 
• うちに かさが 二[ほん]  あります。 
• くろきさんは 車を 三[だい] も もっています。 

 
 

Вопрос 10 
 
Балл: 4,00 

Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 

  

1.   おそいです。はやく ねましょう。 

2.   ―   テレビを みますか。 

      ― いいえ、   みません。 

3. しゅくだいは   やっていません。 

 
Верный ответ: 
Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 
  

1.  [もう] おそいです。はやく ねましょう。 

2.   ― [よく] テレビを みますか。 

      ― いいえ、[あまり ] みません。 

3. しゅくだいは [まだ]  やっていません。 
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Вопрос 11 
 
Балл: 4,00 

Выберите необходимые слова по смыслу (из предложенного списка). 

  

1. チケットを にまい もらいましたから、見に   か。 

2. あした、テストがありますから、今日は  。 

3. びょうき ですから、いえを  。 

4. もう おそいですから、そろそろ うちに   か。 

 

Верный ответ: 
  

1. チケットを にまい もらいましたから、見に [いきません] か。 

2. あした、テストがありますから、今日は [あそびません]。 

3. びょうき ですから、いえを [でません] 。 

4. もう おそいですから、そろそろ うちに[かえりません]  か。 

 
 

Вопрос 12 
 
Балл: 4,00 

Вставьте в пропуски подходящие по смыслу слова. 

 

来週、いなかから りょうしんが あそびに 来ます。     で 来ますから、

くうこう まで むかえに 行く つもりです。   の うんてんは  あまり 

上手 じゃないです。そして、   は のりかえが たくさん ありますか。そ

れで、     で 行きたいです。 

 
Верный ответ: 
 

来週、いなかから りょうしんが あそびに 来ます。[ひこうき]   で 来ますから、

くうこう まで むかえに 行く つもりです。 [車] の うんてんは  あまり 上手 
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じゃないです。そして、[電車]  は のりかえが たくさん ありますか。それで、[バ
ス]   で 行きたいです。 

 
 

Вопрос 13 
 
Балл: 4,00 
Подберите антонимы к словам из предложенного списка. 

つける Ответ 1 Выберите...  
しめる Ответ 2 Выберите...  
おきる Ответ 3 Выберите...  
あげる Ответ 4 Выберите...  
 
Правильный ответ: 
つける → けす, 

しめる → あける, 

おきる → ねる, 

あげる → さげる 

Вопрос 14 
 
Балл: 4,00 
 
Соотнесите обиходные выражения с ситуацией их употребления. 
 

いってきます。 Ответ 1 Выберите...  
もしもし。 Ответ 2 Выберите...  
ごちそうさまでした。 Ответ 3 Выберите...  
ただいま。 Ответ 4 Выберите...  
 
Правильный ответ: 
いってきます。 → いえを でる とき, 

もしもし。 → でんわを かける とき, 

ごちそうさまでした。 → しょくじの あと, 

ただいま。 → うちに かえった とき 

Вопрос 15 
 
Балл: 3,00 
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Выберите нужные падежные показатели.  Обратите внимание, что в ряду есть лишние 

ответы. 

あねは モスクワ   すんでいます。 

  

こうえん   友だちを まちました。 

  

あきこは アイスクリーム   好きです。 

 
 

Верный ответ: 
あねは モスクワ [に] すんでいます。 

  

こうえん [で] 友だちを まちました。 

  

あきこは アイスクリーム [が] 好きです。 
 

Вопрос 16 
 
Балл: 3,00 

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

лишние ответы. 

  

1. きょうしつには だれ   いませんでした。 

2. きのう どこ  へ 行きましたか。 

3. すみません、えいご   わかりません。 

 

Верный ответ: 
  

1. きょうしつには だれ [も] いませんでした。 

2. きのう どこ[か]へ 行きましたか。 

3. すみません、えいご [が] わかりません。 
 



Японский язык  9 класс 

Вопрос 17 
 
Балл: 3,00 

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

  

1. きのう たくさん べんきょうしました  、目が いたくなりました。 

2.この レストランは 高いです  、おいしくないです。 

3. みせで りんご   バナナなど 買いました。 

 
Верный ответ: 
  

1. きのう たくさん べんきょうしました[から]、目が いたくなりました。 

2.この レストランは 高いです[が]、おいしくないです。 

3. みせで りんご[や] バナナなど 買いました。 

 
 

Вопрос 18 
 
Балл: 3,00 

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

1. あたまが いたいですから、帰っ  か。 

2. テストのとき、となりの 人と はなし  よ。しずかに し

 。 

Верный ответ: 
  

1. あたまが いたいですから、帰っ[てもいいです] か。 

2. テストのとき、となりの 人と はなし[てはいけません]よ。しずかに し[てくだ

さい]。 

 
 

Вопрос 19 
 
Балл: 3,00 

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

1. アンナさんは 日本の おちゃが 好きだ  。 
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2. ―こんどの 休みに 何を しますか 

 ―りょこうする  。 

3. あしたは あめが ふる  

 
Верный ответ: 
1. アンナさんは 日本の おちゃが 好きだ[と言っていました]。 

2. ―こんどの 休みに 何を しますか 

 ―りょこうする[つもりです] 。 

3. あしたは あめが ふる [でしょう] 
 

Вопрос 20 
 
Балл: 3,00 

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

ответы. 

• きのう  新聞は どこに ありますか。 

• ― すずきさんの てがみを もう  か 。 ― いいえ、まだ 

 。 

Верный ответ: 
  

• きのう[読んだ]新聞は どこに ありますか。 

• ― すずきさんの てがみを もう [読みました]か 。 ― いいえ、まだ [
読んでいません] 。 

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

a.このペン と あのえんぴつと どちらが 安いですか。 

b.わたしは うみで およぐが 大好きです。 
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c.あには 大学で べんきょうしていますから、あまり 会いません。 

d.この町は しずか とおもいます。 

e.なつ休みに ながのへ スキーに 行きます つもりです。 
 
 
Правильные ответы: 
 
このペン と あのえんぴつと どちらが 安いですか。, あには 大学で べんきょ

うしていますから、あまり 会いません。 

Вопрос 22 
Балл: 6,00 
Расположите данные ниже предложения по порядку так, чтобы получился связный текст. 

 

• 今年のなつ、友だちと はじめて こうべに 行きました。 
• つぎに、ろっこ山に行きました。山の 上から うみが よく 

見えました。 
• ばんごはんを 食べて、また えきに もどって、帰りの 電車

に のりました。 
• そこで うみを 見ながら、ばんごはんを 食べました。 
• こうべえきに 来て、まず きたのに 行きました。きれいな 

いえが たくさん ありました。 
• それから、みなと*の ちかくに ある レストランに 行きまし

た。 

Для этих элементов правильный порядок выглядит так: 

1. 今年のなつ、友だちと はじめて こうべに 行きました。 
2. こうべえきに 来て、まず きたのに 行きました。きれいな いえが たくさん 

ありました。 
3. つぎに、ろっこ山に行きました。山の 上から うみが よく 見えました。 
4. それから、みなと*の ちかくに ある レストランに 行きました。 
5. そこで うみを 見ながら、ばんごはんを 食べました。 
6. ばんごはんを 食べて、また えきに もどって、帰りの 電車に のりました。 

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. 

私は 学生ですが、あまり 大学に 行きません。たいてい としょかんで 本を 

読んでいます。大学の としょかんではないです。うちの そばの としょかんで

す。 
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大学の としょかんは いつも人が おおくて、うるさいです。本は たくさん あ

りますが、べんりではないです。ふるい 本は としょかんの 人に たのんで*、と

しょかんの人が もってきます。 時間が かかります。 

うちの そばの としょかんは 大きくないですが、ふるい本が たくさん ありま

す。本は じぶんで ほんだなから 出して、読みます。とても べんりです。 

*たのむ–  просить 

 

この人は 大学の じゅぎょうが 好きじゃないです。 Ответ 1
Выберите...  

この人は うちの そばの としょかんで 本を 読み

ます。 
Ответ 2
Выберите...  

大学の としょかんは しずかじゃないです。 Ответ 3
Выберите...  

うちの そばの としょかんは べんりじゃないです。 Ответ 4
Выберите...  

うちの そばの としょかんは しずかです。 Ответ 5
Выберите...  

 

Правильный ответ: 
この人は 大学の じゅぎょうが 好きじゃないです。 → В тексте не сказано, 

この人は うちの そばの としょかんで 本を 読みます。 → Верно, 

大学の としょかんは しずかじゃないです。 → Верно, 

うちの そばの としょかんは べんりじゃないです。 → Неверно, 

うちの そばの としょかんは しずかです。 → В тексте не сказано 

Вопрос 24 
 
Балл: 2,00 
Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют содержанию 
текста. Отметьте ДВА правильных ответа. 
  

わたしの かぞくは ４人です。子どもが ２人 います。子ども は 男の子 と女の子です

。男の子は ７さいです。毎日 学校で べんきょうしています。女の子は 今、４さいで

す。わたしたちは インドの デリーに すんでいます。わたしは デリーの じどうしゃ

の かいしゃで はたらいて います。ぜんぶで １，５００人ぐらい 人が はたらい

て います。 

わたしは きょねん かいしゃの 車を 買いました。小さいですが、とても いい 車です

。 

 
 

a.２人の 子どもは 学校で べんきょうしています。 
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b.かいしゃの人は５００人ぐらいで、 大きくないかいしゃです。  

c.わたしは かぞくと いっしょに インドに すんでいます。 

d.わたしは 車を もっています。 

e.わたしは毎日、いそがしくて、つかれます。 
 
Правильные ответы: 
わたしは かぞくと いっしょに インドに すんでいます。, 

わたしは 車を もっています。 

Вопрос 25 
 
Балл: 3,00 
Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют содержанию 
текста. Отметьте ТРИ правильных ответа. 

  

a.おとうさん、おかあさん と 7さいの おとこのこ は 900えんかかります。 

b.4さいの おんなのこ と おとうさんは 500えん かかります。 

c.13さいの おとこのこは 300えん かかります 

d.4さいの おとこのこ と おかあさんは 500えん かかります。 

e.13さいの おんなのこは 300えん かかります。 
 
 
Правильные ответы: 
 
13さいの おんなのこは 300えん かかります。, 

 
4さいの おとこのこ と おかあさんは 500えん かかります。, 

おとうさん、おかあさん と 7さいの おとこのこ は 900えんかかります。 

Вопрос 26 
 
Балл: 2,00 
Укажите города, которые являлись в прошлом столицей Японии. Отметьте ДВА 
правильных ответа. 

 

a.ながさき 

b.なら 

c.なごや 

d.ひろしま 

e.きょうと 
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Правильные ответы: 
 
なら, 
きょうと 

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

  

a.ぶんかの日 

b.うみの日 

c.しょうわの日 

d.せつぶん 

e.子どもの日 

f.ひなまつり 

g.しちごさん 

h.みどりの日 
 

Правильные ответы: 
 
しょうわの日, 

 
みどりの日, 

 
子どもの日 

Вопрос 28 
 
Балл: 3,00 
Укажите блюда японской кухни, которые готовятся с лапшой. Отметьте ТРИ правильных 
ответа. 

 

a.イケメン 

b.すきやき 

c.うどん 

d.かつどん 

e.てりやき 

f.やきそば 
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g.ラーメン 

h.ぎゅうどん 
 

Правильные ответы: 
 
うどん, 
ラーメン, 
やきそば 

Вопрос 29 
 
Балл: 4,00 
Укажите названия известных районов Токио. Отметьте ЧЕТЫРЕ правильных ответа. 
 

a.ぎんざ 

b. しんさいばし 

c. しんじゅく 

d. しぶや 

e. あきはばら 

f. ぎおん 
 
 

Правильные ответы: 
 
1. あきはばら, 

 
3. しぶや, 

 
4. しんじゅく, 

6. ぎんざ 

Вопрос 30 
 
Балл: 4,00 
Соотнесите картинки со словами. 

 

 

Ответ 1 Выберите...  
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Ответ 2 Выберите...  

 

Ответ 3 Выберите...  

 

Ответ 4 Выберите...  

 

Правильный ответ: 
 → たけ, 

 → つる, 

 → ぼんさい, 

 → いけばな 
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