
Rikai

No

после изучения   

материала

перед проверкой    

знаний (тест)

・はじめて  会ったひとと  なにを  話しますか。

читать хирагану/писать хирагану

・かぞくについて  なにを  話しますか。

Что вы рассказываете о своей семье?

●V - ています①

●じょしNに/Nで①（ばしょ）/Nで②（しゅだん）

私は  東京に  すんでいます。
私は  でんしゃの  かいしゃで  はたらいています。
東京に  すんでいます。
でんしゃの  かいしゃで  はたらいています。
かいしゃまで  でんしゃで  行きます。

1

2

3

4

✩✩✩ ✩✩✩

・あなたの  しゅみは  何ですか。何が  すきですか。

Какое у вас хобби? Что вы любите?

・ひまな  とき、何を  しますか。

Что вы делаете в свободное время?

●V - る こと

●Nの  とき/イA - い  とき/ナA - な  とき、＿＿＿＿＿＿

しゅみは  クラシックを  聞くことです。
こどもの  とき、よく  日本の  アニメを  見ました。
わかい  とき、よく  りょこうしました。
ひまな  とき、りょうりを  つくります。

5

6 ✩✩✩ ✩✩✩

●Nに/イA - く/ナA - に  なります
3月ごろ、春に  なります。
3月ごろ、だんだん  あたたかくなります。
こうえんが  きれいに  なります。

7 ✩✩✩ ✩✩✩
●N/イA - いの/ナA - なの   が   すきです

●N/イA - いの/ナA - なの   は   すきじゃないです
私は  夏が  好きです。
私は  あついのは  好きじゃないです。 8 ✩✩✩ ✩✩✩

●S1   から、S2 夏休みが  ありますから、夏が  いちばん  好きです。 9 ✩✩✩ ✩✩✩

●V-ています② 今、雪が  ふっています。 11 ✩✩✩ ✩✩✩

●イA-くて/ナA-で/Nで、イA/ナA/…
この  店は  安くて、 べんりです。
この  あたりは  にぎやかで、 おもしろいです。
この  あたりは  新しい町で、店が  たくさん  あります。

12 ✩✩✩ ✩✩✩

●イA-いけど/ナA-だけど/Nだけど、イA/ナA/…
この  ゆうえんちは  たのしいけど、とおいです。
この  店は  おしゃれだけど、ちょっと  高いです。
ここは  ゆうえんちだけど、おとなも  多いです。

13 ✩✩✩ ✩✩✩
●N1やN2（など） この  あたりに  ゆうえんちや  こうえんが  あります。 14 ✩✩✩ ✩✩✩
●Sよ この  こえんは  しずかですよ。 15 ✩✩✩ ✩✩✩
●V-てください まっすぐ  行って  ください。 16 ✩✩✩ ✩✩✩
●V1-て、V2 まっすぐ  行って、しんごうを  右に  まがってください。 17 ✩✩✩ ✩✩✩
●イA-くて/  ナA-で/  NでイA-い/ナA-なN

あの  大きくて  白い  ビルです。
日本てきで  おもしろい  たてものです。 18 ✩✩✩ ✩✩✩

●N1じゃなくて、N2 左じゃなくて、右です。 19 ✩✩✩ ✩✩✩
●Nでも  いいですか 10時でも  いいですか。 20 ✩✩✩ ✩✩✩
●Nで/  V-て、＿＿＿＿＿

・あなたの  町に  はじめて  来た人に  どこを  あんないしたいですか。

Какие места вы бы хотели показать человеку, впервые приехавшему в ваш город?

・おすすめの  場所に  だれかを  さそうとき、どう  話しますか。

Когда вы приглашаете кого-то сходить куда-то, что вы говорите?

●もうV-ました

●まだです

●Nに/Vに行きます/きます

●Nのまえに、＿＿＿＿

●Nのあとで、＿＿＿＿

●V-ませんか

●V-ましょう

もう  びじゅつかんに  行きましたか。
・・・いいえ、  まだです。
買い物に  行きます。
さくらを  見に  行きます。
朝ごはんの  まえに、さんぽを  します。
朝ごはんの  あとで、仕事を  します。
さくらを  見に  行きませんか。
・・・行きましょう。

22

23

24
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26

27

28

29

✩✩✩ ✩✩✩

●N1はN2がイA/ナAです

●NはV-るのがイA/ナAです。
スペイン語は  たんごが  かんたんです。
中国語は  話すのが  おもしろいです。

30

31 ✩✩✩ ✩✩✩

●V-てくださいませんか。

●V-かた
この  ことばの  いみを  おしえて  くださいませんか。
この  かんじの  読みかたが  わかりません。

32

33 ✩✩✩ ✩✩✩

✩✩✩ ✩✩✩
✩✩✩ ✩✩✩
✩✩✩ ✩✩✩

●V-ていきます/きます
私は  おすしを  作っていきます。
私は  おすしを  作ってきました。 39 ✩✩✩ ✩✩✩

●なん/いつ/どこ/いくつでも＿＿＿＿＿ くだものは  何でも  好きです。 40 ✩✩✩ ✩✩✩
●N1とN2（と）どちらがいいですか

N1がいいです
飲み物は  お茶と  ジュースと  どちらが  いいですか。
…私は  お茶が  いいです。 41 ✩✩✩ ✩✩✩

●イA/ナA-そうです その  おすし、おいしそうですね。 42 ✩✩✩ ✩✩✩
●イA/ナA-そうなN それ、べんりそうな  ナイフですね。 43 ✩✩✩ ✩✩✩

4 

出かける

отправиться 

куда-либо

✩✩✩

44 ✩✩✩

第8課

もう  やけいを  見に  行きましたか

Вы уже ходили любоваться видом ночного 

города?

第9課

日本語は  はつおんが  かんたんです

В японском языке произношение простое

第10課

いつか  日本に  行きたいです

Я бы хотел когда-нибудь поехать в Японию

ぶんぽう・ぶんけい

грамматика , формы

5 

外国語と

外国文化

языки и 

культура других 

стран

第1課

東京に  すんでいます

Мы живём в Токио

第2課

しゅみは  クラシックを  聞くことです

Моё хобби - слушать классическую музыку

第3課

日本は  今、  春です

В Японии сейчас весна

第4課

いい  天気ですね

Сегодня хорошая погода, не правда ли?

第5課

この  こうえんは  広くて、きれいです

Этот парк большой и красивый

●Vたいです/Vたくないです

●週/月/年に～かい（ぐらい）

●V-てみます

●V-ましょうか

第12課

おいしそうですね

Выглядит аппетитно

2 

きせつと天気

времена года и 

погода

ひょうか

оценкаトピック

тема

日本語の　ひょうげんを　おもいだしましょう                                         

давайте запомним выражения на японском языке

きほん　ぶん

примеры

か

Урок

6 

そとで食べる

есть вне дома  

第11課

何を  持っていきますか

Что вы возьмёте с собой?

・かぞくや  友だちと  ピクニックを  しますか。

Ходите ли вы на пикники с семьёй или друзьями?

・ピクニックの  とき、どんな  食べものや  飲みものを  もっていきますか。

Какую еду и напитки  вы берёте с собой на пикник?

・あなたの国は  いま、どんな  きせつですか。

В вашей стране какое сейчас время года?

・好きな  きせつは  いつですか。

Какое ваше любимое время года?

・きょうの  てんきは   どうですか。

Какая сегодня погода?

・てんきについて  話すのは  どんな  ときですか。

Когда вы говорите о погоде?

・ほかの  国の  ぶんかに  ふれる  かつどうを  何か  していますか。

Делаете ли вы что-то, чтобы прикаснуться к культуре других стран?

・こまっている  人を  見たら、何と  言いますか。

Если вы видите человека,  который в затруднении, что вы ему говорите?

・どんな  あじの  食べ物が  すきですか。

Какую еду вы любите? Какова она на вкус?

・食べて  おいしいと  おもった  とき、何と  言いますか。

Что вы говорите, когда еда показалась вам вкусной?

・あなたは  今までに  どんな  外国語を  べんきょうしましたか。

Какие иностранные языки вы изучали?

・ことばが  わからなくて  こまった  とき、あなたは  何と  言って  たすけを  

もとめますか。

Как вы просите помочь вам, когда не понимаете языка?

★☆☆:しました сделал(а)★★☆:できました　справился/справилась★★★:よくできました  хорошо справился/справилась

きのうはすごい雨でしたね。
きのうはさむかったです。
今日はいい天気になりましたね。

●N/イA /ナA - です/でした

V-ます/ました

3 

私の町

мой город 第6課

まっすぐ  行って  ください

Идите прямо

・だれかに  みちを  聞いたことが  ありますか。聞かれたことが  ありますか。

Приходилось ли вам спрашивать дорогу? Спрашивали ли у вас?

・あなたの  町の  ゆうめいな  たてものは  どんな  たてものですか。

Какие здания знамениты в вашем городе?

✩✩✩ ✩✩✩

・あなたの  まちに  はじめて  来た  人に  どこを  しょうかいしますか。

О каких местах вы расскажете человеку, который впервые приехал в ваш город?

・それは  どんな  ところですか。

Что это за места?

1 

私とかぞく

я и моя семья

стр.15

10

第7課

10時でもいい  ですか

10 часов подходит?

・外国人の  ともだちに  町を  あんないしたことが  ありますか。どこで  まちあわせを  

しましたか。

Приходилось ли вам водить по городу друга-иностранца? Где вы договаривались  

встретиться?

・まちあわせの  じかんに  おくれるとき、何と  言って  れんらくしますか。

Когда вы опаздываете на встречу, в каких словах вы сообщаете об этом ?

じゅうたいで、  おくれます。
道に  まよって、  おくれます。 21

ほんやくの  仕事を  したいです。
週に  1回  フラメンコを  ならっています。
日本人と  日本語で  話してみます。
いっしょに  駅に  行きましょうか。

●イA-くて/イA-くなくて、＿＿＿＿

ナA-で/ナAじゃなくて、＿＿＿＿

✩✩✩

34

36

37

38

あたたかくて、おいしいです。
/からくなくて、おいしいです。
しんせんで、おいしいです。
/にがてじゃなくて、よかったです。

✩✩✩



●V-たことがあります 外国に  行ったことが  あります。 45 ✩✩✩ ✩✩✩

●S1   が、S2 この  ホテルは  古いですが、きれいです。 47 ✩✩✩ ✩✩✩
●V-て～年/～か月になります この  会社に  入って  10年に  なります。 48 ✩✩✩ ✩✩✩

●V1-るまえに、V2 ねる前に、おふろに  入ります。 50 ✩✩✩ ✩✩✩
●V-るといいです（よ） ねる前に、おふろに  入ると  いいですよ。 51 ✩✩✩ ✩✩✩
●V-ないでください きゅうに  くびを  まわさないで  ください。 52 ✩✩✩ ✩✩✩
●V1-たり、V2-たりしています けんこうの  ために  ヨガを  したり、走ったり  しています。 53 ✩✩✩ ✩✩✩
●めいししゅうしょく①

V（ふつうけい простая форма）+人
朝ごはんを  食べる  人は  20人です。
朝ごはんを  食べない  人は  30人です。 54 ✩✩✩ ✩✩✩

●S（ふつうけい простая форма）んです この  かばんは  あねに  もらったんです。 50 ✩✩✩ ✩✩✩
●AはBにCをあげます ジョイさんは  さとうさんに  花を  あげます。 51 ✩✩✩ ✩✩✩
●BはAに/からCをもらいます さとうさんは ジョイさんに  /から  花を  もらいます。 52 ✩✩✩ ✩✩✩
●めいししゅうしょく②

V（ふつうけい простая форма）+N
赤ちゃんが  着るもの 53 ✩✩✩ ✩✩✩

●S（ふつうけい простая форма）と思います お祝いは  パーティーが  いいと  思います。 54 ✩✩✩ ✩✩✩
●S（ふつうけい простая форма）と言っていました たなかさんは  楽しかったと  言っていました。 56 ✩✩✩ ✩✩✩

第13課

たなかさんに  会ったことが  あります

Я встречался с г-ном Танака раньше

第16課

走ったり、泳いだり  しています

Я бегаю и плаваю

44 ✩✩✩

✩✩✩

第17課

誕生日に  もらったんです

Я получил это на день рождения

第12課

おいしそうですね

Выглядит аппетитно

・あなたはプレゼントをあげたり、もらったりしますか。それはどんなときですか。

Дарите ли вы подарки? Получаете ли?  По каким случаям?

・あなたの国にはどんなプレゼントのしゅうかんがありますか。

Какие в вашей стране существуют традиции дарения подарков?

6 

そとで食べる

есть вне дома  

・あなたは  けんこうの  ために  どんなことを  していますか。

Что вы делаете для своего здоровья?

・あなたは  けんこうアンケートに  こたえたことが  ありますか。どんな  

アンケートでしたか。

Заполняли ли вы когда-нибудь анкету о здоровье? Какая это была анкета?

・どんな  あじの  食べ物が  すきですか。

Какую еду вы любите? Какова она на вкус?

・食べて  おいしいと  おもった  とき、何と  言いますか。

Что вы говорите, когда еда показалась вам вкусной?

8　
けんこう
здоровье

第15課

たいそうすると  いいですよ

Вам было бы полезно делать зарядку

・さいきん、あなたの  からだの  ちょうしは  どうですか。

Как вы себя чувствуете в последнее время?

・からだの  ちょうしが  わるい  とき、あなたは  どうしますか。

Что вы делаете, если вам нездоровится?

●イA-くて/イA-くなくて、＿＿＿＿

ナA-で/ナAじゃなくて、＿＿＿＿

第14課

これ、使っても  いいですか

Можно этим воспользоваться?

・東京本社の  人が  あなたの  オフィスに  来ました。 スタッフを  どのように  

しょうかいしますか。

В ваш офис приехал человек из головного офиса в Токио. Как вы будете представлять 

сотрудников?

・東京本社の  人と  どんな話を  しますか。

О чём вы будете говорить с человеком из головного офиса?

ペンを  借りても  いいですか。 49●V-てもいいですか

あたたかくて、おいしいです。
/からくなくて、おいしいです。
しんせんで、おいしいです。
/にがてじゃなくて、よかったです。

●イA/ナA/V-すぎます

・あなたは  仕事で  外国に  行ったことが  ありますか。

Приходилось ли вам ездить за границу по работе?

・仕事で  外国語を  つかいますか。

Используете ли вы на работе иностранные языки?

✩✩✩

9　

お祝い  

празднование 第18課

パーティーが  いいと  思います

Думаю, вечеринка - это хорошая идея

・自分のかんがえを言うとき、どんなひょうげんを使いますか。

Какие выражения вы используете, высказывая своё мнение?

・だれかが言ったことをほかの人につたえるとき、どのように言いますか。

Как вы передаёте чьи-то слова  кому-то другому?

✩✩✩

この  へやは  さむすぎます。
この  へやは  しずかすぎます。
きのうの  夜  飲みすぎました。

46 ✩✩✩ ✩✩✩
7　
出張
командировка


