★☆☆:しました сделал(а)★★☆:できました справился/справилась★★★:よくできました хорошо справился/справилась
ひょうか
No
Оценка
きほん ぶん
ぶんぽう・ぶんけい

りかい
日本語の
トピック
тема

か
Урок

Грамматика , формы
・じこしょうかいの とき、どんな ことを 話しますか。
Что вы говорите, когда представляетесь?
・あなたの なまえや すんでいる 町の なまえには どんな
か。
Что означает ваше имя и название города, в котором вы живете?

第1課
いい なまえ ですね
Какое красивое имя
1
新しい 友だち
Новые друзья
стр.15

2
店で 食べる
Еда вне дома
стр.３１

3
沖縄旅行
Поездка на
Окинаву
стр.４７

4
日本祭
Японские
праздники
стр.６３

5
特別な 日
Особые дни
стр.７９

Давайте

ひょうげんを おもいだしましょう
вспомним выражения на японском языке

いみが

あります

・とおくに 見える 人を どのように せつめいしますか。
第2課
めがねを かけている 人です Как вы опишете человека, которого видите издалека?
・はじめて 会った 人の いんしょうを どう 言いますか。
Человек в очках
Как вы передадите свои впечатления о человеке, с которым встретились впервые?

第3課
おすすめは 何ですか
Какое блюдо посоветуете?

・あなたは 友だちを どんな レストランに つれていきますか。
В какие рестораны вы приглашаете друзей?
・メニューを 見ながら どんな ことを 話しますか。
Что вы говорите, когда изучаете меню?

第4課
どうやって 食べますか
Как вы едите?

・あなたの 国には どんな 食事のマナーが ありますか。
Какие правила поведения за столом существуют в вашей стране?
・あなたの 国の だいひょうてきな 料理は 何ですか。それは
べますか。
Какие в вашей стране есть национальные блюда? Как их едят?

第5課
ぼうしを 持っていった
うが いいですよ
Стоило бы взять шляпу

１番目の むすこと いう 意味
さいたまと いう ところ
先週 （私が） 買った 本

●N1（ひと） は N2 が イA ／ナA です
N2 が イA- い／ナA- な＋ N1（ひと）
● V- て います
V- て いる＋ N（ひと）
●イA ／ナA- そうです
イA ／ナA- そうな＋ N（ひと）
●イA- く／ナA- に V
イA ／ナA- そうに V

あの 女の人は かみが 長いです。
かみが 長い 人
あの 人は 歌を 歌っています。
歌を 歌っている 人
やさしそうです。／上手そうです。
やさしそうな 人
短く きります。／上手に 歌います。
おいしそうに 食べています。

● S1（ふつうけい plain form） ので、 S2

この 店は おいしいので、よく 来ます。
私が 好きなのは、ステーキです。
野菜なら、この サラダが いいですよ。
１つずつ／２本ずつ／３人ずつ

● V1- て から、 V2

食
● V1- て／ V1- ないで V2
● V- る と、 _______________

・どんな ところに 旅行に 行きたいですか。
ほ Где вы хотели бы побывать?
・旅行する 前に、どんな じょうほうを あつめますか。
Какую информацию вы собираете, прежде чем отправиться в путешествие?

第6課
イルカの ショーが 見られ
ます
Здесь можно увидеть шоу с
дельфинами
第7課
雨が ふったら、どう しま
すか
Что делать, если пойдет
дождь?
第8課

● ____________と いう いみ
● N1 と いう N2
●めいししゅうしょく Noun-modifier
V ／イA ／ナA ／ N（ふつうけい plain form）＋ N

● V ／イＡ／ナＡ（ふつうけい plain form）の
は、 N です
● N1 なら、N2 が いいです（よ）
● N（かず quantity） ずつ
● V- ては／ V- ちゃ いけません／だめです

どうやって

● V- た／ V- ない ほうが いいです（よ）
● S1（V- る／ V- ている／ V- た） とき、 S2
●かのう① Potential
N が V-（られ） ます

・あなたの 国に どんな かんこうちが ありますか。
Какие достопримечательности есть в вашей стране?
・そこで 何を しますか。
Что можно делать в этих местах?
・あなたの 町では、日本の イベントが ありますか。
В вашем городе проводятся мероприятия, связанные с Японией?
・イベントを てつだったことが ありますか。
Вы когда-нибудь помогали в организации мероприятия?

● S（ふつうけいplain form） し、 ________
●かのう② Potential
N が V-（られ） ます
N が V-（られ） る ＋ ひと
●じょうけん①
S1 た ら、 S2

・イベントの 受付の 人は どんな 仕事を しますか。
Чем занимаются те, кто работает на стойке регистрации?
コンサートは もう はじま ・受付の 人に どんな ことを 聞きますか。
Что обычно спрашивают на стойке регистрации?
りましたか
Концерт уже начался?
第9課
お正月は どう していまし
たか
Как вы встречали Новый
год?

・あなたの 国で 一番 とくべつな 日は いつですか。
Какой день самый особенный в вашей стране?
・その とき どんな ことを しますか。どんな じゅんびを
Что люди делают в этот день? Как к нему готовятся?

第10課
いい ことが ありますよう
に
Пусть случится что-то
хорошее

・あなたの 国には、毎年 する ぎょうじや むかしからの
すか。
В вашей стране есть ежегодные и традиционные праздники?
・その ぎょうじの とき、どんな ことを しますか。
Что люди делают в эти праздники?

しますか。

ぎょうじが

Примеры

Conditional

после изучения перед проверкой
материала
знаний (тест)

1
2
3

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

4
5
6
7

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

8
9
10
11

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

12
13
14
15

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

ぼうしを 持っていった ほうが いいと 思います。
9 月は 行かない ほうが いいですよ。
沖縄に 行く とき、船で 行きました。

16

✩✩✩

✩✩✩

17

✩✩✩

✩✩✩

おしろの 中が 見られます。
今日の ツアーは おどりも 見たし、音楽も
聞いたし、楽しめました。

18

✩✩✩

✩✩✩

19

✩✩✩

✩✩✩

パオロさんは 日本語が 話せます。
日本語が 話せる 人
雨が ふったら、ホールで ぼんおどりを します。

20

✩✩✩

✩✩✩

21

✩✩✩

✩✩✩

食べては いけません／だめです。
飲んじゃ だめです／いけません。
飲み物は かんぱいしてから、飲みましょう。
とうふステーキに 塩を かけて 食べます。
何も つけないで 食べます。
とうふステーキに マヨネーズを つけて 食べると、
おいしいです。

●もう V ました
まだ V- て いません
●まだ V1 ます
もう V1 ません／ V2 ました
● S〔いつ／どこ／…（ふつうけい plain
form）か〕、しっていますか／わかりますか

もう じゅんびは 終わりましたか。
いいえ、まだ 終わっていません。
まだ ペンは ありますか。
もう ペンは ありません。
／もう ペンは 来た 人に 全部 あげました。
コンサートが 何時に始まるか、 知っていますか。

22
23
24

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

● V- て いました
●かのう③ Potential
V-（られ） て／ V-（られ） なくて、_____
● N しか （V ません）
N だけ

休みは メキシコに 帰っていました。
親に 会えて、よかったです。
友だちに 会えなくて、ざんねんでした。
今年は 休みが 3 日しか ありませんでした。
私の 休みは 3 日間だけでした。

25
26
27

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

● S1（V ふつうけい plain form） ように、 S2
● N1 の ために V
N1 の ための N2
● V- たり して、________
● S（V ふつうけい plain form） ように ねがい
ます／いのります

わかい 人が 楽しめるように、いろいろな イベントが
あります。
パーティーの 時間に おくれないように、はやく
行きましょう。
わかい 人の ために 成人式を します。
わかい 人の ための お祝い
たなばたの とき、願い事を 書いたり
して、楽しみます。
たなばたの とき、いい ことが あるように 願います。
わるい ことが おこらないように かみさまに
いのりました。

28
29
30
31

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

ありま

6
ネットショッピング
Покупки онлайн
стр.９７

7
歴史と 文化の 町
Город с богатой
историей и
культурой
стр.１１３

第11課
そうじきが こわれて しま
ったんです
У меня сломался пылесос
第12課
こっちの ほうが
Это дешевле

・新しい 電気製品を 買う とき、だれかに そうだんしますか。
安いです Вы советуетесь с кем-нибудь, когда покупаете электроприборы?
・新しい 電気製品を 買う とき、だいじな ことは 何ですか。
Что самое важное при покупке электроприборов?

第13課
この おてらは 14せいきに
たてられました
Этот буддийский храм
построен в 14-ом веке
第14課
この 絵は とても ゆうめ
いだそうです
Говорят, эта картина очень
известна
第15課
電気が ついたままですよ
Никто не выключил
электричество

8
せいかつと エコ
Жизнь и экология 第16課
フリーマーケットで うりま
стр.１２９
す
Я продам это на блошином
рынке
第17課
この 人、しっていますか
Вы знаете этого человека?

9
人生
Судьбы людей
стр.１４５

・あなたは どんな とき、電気せいひんを 買いかえますか。
Когда вы покупаете новые электроприборы взамен старых?
・あなたは インターネットで 電気せいひんを 買いますか。
Вы покупаете электроприборы через Интернет?

第18課
どんな 子どもでしたか。
Каким вы были ребенком?

・観光ツアーに 出かける 前に、ほかの 人と どんな ことを 話しますか。
О чем вы говорите с окружающими, прежде чем отправиться в экскурсионный тур?
・あなたの 町を よく 知らない 人に あなたの 町の れきしや でんとう文
化について どの ように せつめいしますか。
Как вы рассказываете об истори и традиционной культуре своего города незнакомым с
ним
людям?
・はくぶつかんに
ある ものを 友だちに どの ように せつめいしますか。
Как вы рассказываете друзьям о предметах, выставленных в музее?
・はくぶつかんには どの ような サービスが ありますか。
Какие услуги для посетителей существуют в музеях?

●へんか① Change
V- なく なりました
● V- て しまいました
● V1- ないで V2
● V1- る まで、V2

せんぷう機が 動かなく なりました。
せんぷう機が 動かなく なって しまいました。
ネットショッピングは 時間を 気に しないで 買い物できます。
電子レンジが とどくまで、１週間 かかりました。

● V- にくいです／やすいです
● N1 と N2（と）
どちら／どっちが __________か。
（N1 より） N2 の ほうが ________。

この アイロンは 重すぎて、使いにくいです。
この アイロンは 軽くて、使いやすいです。
A モデルと B モデル（と）、どちらが 安いですか。
B の 方が 安いです。

●〔いつ、なに、どこ、だれ〕 V- て も、_________。
●N（ひと person） と
N（かず quantity） で

京都は いつ 来ても、楽しめます。
妹と 2 人で 京都に 来ました。
京都は ８世紀の 終わりに てんのうによって つくられました。

●うけみ① Passive
V-（ら） れます
● S（ふつうけい plain form） そうです
● V- る／ N の ために、________
● V- て あります

・会社や 家で 電気が むだに 使われていたら、あなたは 何と 言いますか。 ● V- た ままです
Что вы скажете, если у вас на работе или дома будет зря расходоваться электричество? ● V- る／ V- ない ように しています
・あなたは ごみを へらす ために、何か していますか。
Вы делаете что-нибудь для уменьшения количества мусора?
● V- る の に いいです／つかいます／…
・あなたは 着なく なった ふくを どう しますか。すてますか。
Что вы делаете с одеждой, которую перестаете носить? Выбрасываете?
・あなたの まわりに リサイクルで 作られた ものが ありますか。
Рядом с вами есть какие-нибудь предметы, созданные путем переработки?

●へんか② Change
V-（られ） なく なりました
●じょうけん② Conditional
S1 た ら、 S2

・あなたの 国で 有名な 人は だれですか。
さいきん、有名な 人について 何か ニュースが ありましたか。
Кто в вашей стране является известным человеком?
Вам попадались в последнее времяновости об известных людях?
・有名な 人の じんせいについて 何か しっていますか。
Вы знаете что-нибудь о жизни известной личности?

● S（ふつうけい plain form） そうです

・あなたは どんな 子ども、学生でしたか。どんな おもいでが ありますか。
Каким вы были ребенком, студентом? Какие воспоминания у вас остались?
・大人に なってから、どんな できごとや へんかが ありますか。
Что с вами происходило, как изменялась ваша жизнь с тех пор, как вы повзрослели?

●うけみ② Passive
A は B に V-（ら） れます
A は B に N を V-（ら） れます

● N1 を N2 に します
● N1 が N2 に なります

● V1- て から、V2
● V1- る まで、V2

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

37

✩✩✩

✩✩✩

38

✩✩✩

✩✩✩

39

✩✩✩

✩✩✩

41

✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩

42

✩✩✩

✩✩✩

45

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

46

✩✩✩

✩✩✩

47
48

✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩

53

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

54

✩✩✩

✩✩✩

55

✩✩✩

✩✩✩

56
57

✩✩✩
✩✩✩

✩✩✩
✩✩✩

33
34
35

40
この 絵は 日本で 一番 古い マンガだそうです。
イベントを 知らせるために、カレンダーを 作ります。
おみやげを 買いたい 人の ために、 店が あります。
受付に イベントカレンダーが おいてあります。

会議室の 電気が ついたままです。
私は 自分の はしを 使うように しています。
私は わりばしを 使わないように しています。
自分の はしは、ごみを へらすのに いいです。

服が 着られなく なりました。
服が 着られなく なったら、どう しますか。
ゆうこさんは ネクタイを バッグに しました。
ペットボトルが ふくに なりました。

この 歌手は ２回目の 結婚を するそうです。
この 人は 画家に なってから、フランスに 行きました。
フランスに 行ってから、ずっと お金が ありませんでした。
画家は なくなるまで、フランスで 絵を かきました。
この 画家は 一番 有名かもしれません。

● S（ふつうけい plain form） かもしれません

●へんか③ Change
V- る ように なりました
V- なく なりました
●へんか④ Change
V-（られ） る ように なりました
V-（られ） なく なりました

36

✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩
✩✩✩

32

私は 母に しかられました。
私は 先生に 絵を ほめられました。
朝 早く 起きるように なりました。
夜 テレビを 見なく なりました。
何でも 食べられるように なりました。
友だちに あまり 会えなく なりました。

43
44

49
50
51
52

