УШБ 2020-21
(японский язык)
РАЗБОР ЗАДАНИЙ

Лексика, грамматика, иероглифика
№1 Решите примеры так, чтобы получились существующие в японском языке
иероглифы. Запишите их.
1. 治－水＋女= _____
2. 細－糸＋力= _____
3. 語－(口＋五)＋売= _____
4. 数－女－米＋土＋子＋ノ= _____
Ответы: 1 始, 2 男, 3 読, 4 教
№2 Составьте из предложенных иероглифов шесть слов. Подпишите хираганой
чтения этих слов (Иероглифы можно использовать несколько раз, нельзя
использовать слова из одного иероглифа)
生 花見 人 火先 事
Возможные варианты ответов: 花火 はなび、花見 はなみ、家事 かじ、見事 み
ごと、先生せんせい、人生 じんせい、生花 いけばな, 先見 せんけん、人事
ひとごと、火花 ひばな
№3 Прочитайте предложения и подберите к подчёркнутым словам их
иероглифическую запись.
1. 昨日のごご、部屋で日本語をべんきょうしました。
a. 午後
b. 干後
c. 牛後
2. まいにちゆきが降っています。
a. 海日
b. 母日
c. 毎日

3. あした日本語の教科書をもってきてください。
a. 持ってきて
b. 特ってきて
c. 待ってきて
Ответы: 1a, 2b, 3a
№4 Подберите к каждому слову из левой колонки антоним из правой колонки.
1. きれい（な）

a. 短い

2. 高い

b.低い

3. しずか（な）

c. 冬

4. 夏

d. うるさい

5. 長い

e. 東

6. 西

f. きたない

Ответы: 1f, 2b, 3d, 4 c, 5a, 6e
№5 Найдите одно лишнее слово в каждом списке.
1. さくら、ひまわり、ばら、ねずみ。
2. バゲット、イクラ、マヨネーズ、オムレツ
Ответы: 1. ねずみ (животное, остальные-цветы) ; 2. イクラ(русское, остальныефранцузские)
№6 Отметьте в каждом списке слово, которое можно вставить в предложение
вместо звездочки
1.ソチはモスクワ ★ 寒くありません。
a.ほど
b.など
c.けど

2. きょうは朝からゆきが ★ はじめました。
a.ふり
b.ふって
c.ふった
3. きょうしつで ★ ください。
a.あそばない
b.あそばなくて
c.あそばないで
4.その花はだれに ★ましたか。
a.くれ
b.もらい
c.ください
5. かべにゆうめいなバンドのポスターがはって ★ ます。
a.み
b.あり
c.し
Ответы: 1 a, 2 a, 3 c, 4 b, 5 b
№7 Отметьте в каждом списке один ответ, подходящий к подчеркнутой
реплике..
しゅくだいはいつまでですか。
a. きのう出しました。
b. あしたぜひ出します。
c. あさってまでです。
部屋の中がさむくなってきました。

a. そうですね。あたたかい風がふいていますから。
b. そうですね。だんぼうをつけましょうか。
c. そうですね。そとはさむかったから、ぼくはへやに入りました。
Ответы: 1 с, 2 b .
№8 Составьте предложения из предложенных слов.
問題、でした、しか、だった、できません、の、で、な、むずかしそう、半
分。
次、は、忘れて、を、の、しまいます、漢字、おぼえて、日、に、も
Ответы: むずかしそうな問題だったので、半分しかできませんでした。
漢字を覚えても、次の日には忘れてしまいます。

Чтение
Текст 1:
問題１。日本にはヒャクトーマンというヒーローがいますか。
Вопрос 1. Есть ли в Японии герой по имени Хякутооман?
Ответ: 3) いいえ、いません。
せんせい：ああ、それはヒャクトーマンじゃありません。「ひゃくとおば
ん」です。
問題２。ミラーさんは、何について質問しましたか。
Вопрос 2. О чем спрашивала Мира?
Ответ: ２)ヒャクトーマンについて
ミラー：先生、アメリカには スーパーマンがいますが、日本には ヒャク
トーマンがいますか。
問題３。それ（問題２の答え）は何のことでしたか。
Вопрос 3. К чему относится то, о чем спрашивала Мира (ответ на
предыдущий вопрос)?
Ответ: ４）警察に電話すること

せんせい：…警察に電話することを 「ひゃくとおばんする」と言います。
Вопрос 4. Что в переводе означает слово スーパーマン, если известно, что
оно заимствованы из английского языка?
Ответ: 1) Superman
Слово Superman по правилам транскрибирования заимствований из
английского языка записывается по-японски スーパーマン.
Текст 2:
問題１。テキストの内容と合っているものを選んでください。
Вопрос 1. Выберите варианты ответа, отражающие содержание текста.
Ответ:
１）ジョイ さんは昨日も試験があったから、メールに答えるこ
とができませんでした。
３）インド料理の店は学校の隣にあります。
４）ようこさんは今週と来週の金曜日ひまです。
昨日まで試験でしたから、メールを 書く時間がありませんでした。
インド料理が食べ たいなあ。学校の隣にある店、名前は…、忘れました
が、あそこはおいしいですか。
今週でも来週でもいいです。
問題２。ようこさんはどんな店に行きたいですか。
Вопрос 2. В какой ресторан хочет пойти Ёко?
Ответ: 4)インド料理の店。
インド料理が食べたいなあ。
Текст 3:
問題１。テキストの内容と合っているものを選んでください。
Вопрос 1. Выберите 1 вариант ответа, отражающий содержание текста.
Ответ:
２）スリーさんの友達は日本人と結婚しています。
ご主人は日本人で、名前は健二さんです。
問題２。テキストのように正しい順番に並べてください。
Вопрос 2. Восстановите правильный порядок событий (как они прописаны в
тексте).
Ответ:

１）東京で友達と会いました。
４）きれいなホテルに泊まりました。

３）京都の公園で写真をとりました。
２）すしなどの日本料理を食べました。
日本で 友達のレックさんに 会いました。レックさんはインド人ですが、
今東京に住んでいます。
京都のホテルに泊まりました。古いですが、きれいなホテルです。
京都で 有名なところへ行って、きれいな公園で 写真をとりました。
東 京 でもう一度レックさんとご主人に 会いました。三 人で 日本料理を食
べました。

Письмо
Ваш японский друг хочет поехать в Россию и посетить Санкт-Петербург.
Ответьте ему на два вопроса:
モスクワからサンクトペテルブルクに行くと何時間ぐらいかかりますか。
白夜 （びゃくや）は何月に見られますか。
Ответ:
モスクワからサンクトペテルブルクに車に乗ると、十時間ぐらいかかりますが、電車
に乗ると、七時間ぐらいです。 (Возможно указание иного количества часов и
иных видов транспорта.)
白夜は夏に始まりますから、六月や七月に見られます。

Аудирование
Блок 1
Необходимо прослушать диалог и на основе его содержания выбрать одно из
четырёх данных изображений

Аудирование 23 марта

Аудирование 24 марта

1.1. – 3

1.1. – 2

1.2. – 2

1.2. – 2

Блок 2
В данном блоке необходимо выбрать один из трёх вариантов ответа, который
бы подошёл по контексту к произнесённой фразе
Аудирование 23 марта

Аудирование 24 марта

2.1. – 1

2.1. – 1

2.2. – 1

2.2. – 3

2.3. – 3

2.3. – 1

Блок 3
В данном блоке заданий задаётся вопрос и даётся время на прочтение
четырёх вариантов ответа перед аудированием, после чего проходит диалог.
Аудирование 23 марта

Аудирование 24 марта

3.1. – 3

3.1. – 2

3.2. – 3

3.2. – 3

Блок 4
В блоке 4 необходимо выбрать один из трёх вариантов ответов фразы
человека, на которого указывает стрелочка в диалоге.
Аудирование 23 марта

Аудирование 24 марта

4.1. – 3

4.1. – 2

4.2. – 2

4.2. – 2

4.3. – 1

4.3. – 2

