
にゅうもんA1りかい

No

после изучения   

материала

перед проверкой    

знаний (тест)

1
Хирагана

ひらがな      

ひらがなを　よみます／かきます

читать хирагану/писать хирагану
1 ✩✩✩ ✩✩✩

2
Катакана                  

カタカナ

カタカナを　よみます／かきます

читать катакану/писать хирагану
2 ✩✩✩ ✩✩✩

わたしは　カーラです。 3 ✩✩✩ ✩✩✩

わたしは　にほんごが　できます。 4 ✩✩✩ ✩✩✩

わたしも　エンジニアです。 5 ✩✩✩ ✩✩✩

かぞくは　ちちと　ははと　わたしです。 6 ✩✩✩ ✩✩✩
あねは　おおさかに　すんでいます。 7 ✩✩✩ ✩✩✩
あねの　こどもは　２さいです。 8 ✩✩✩ ✩✩✩
にくが　すきです。 9 ✩✩✩ ✩✩✩
やさいは　すきじゃないです。 10 ✩✩✩ ✩✩✩
あさごはんを　たべます。 11 ✩✩✩ ✩✩✩
コーヒーを　よく　のみます。 12 ✩✩✩ ✩✩✩
すきな　りょうりは　カレーです。 13 ✩✩✩ ✩✩✩
ラーメンやさんで　ラーメンを　たべます。 14 ✩✩✩ ✩✩✩
あの　みせは　おいしいです。 15 ✩✩✩ ✩✩✩
いえに　エアコンが　あります。 16 ✩✩✩ ✩✩✩
いえに　ねこが　います。 17 ✩✩✩ ✩✩✩
ベッドが　２つ　あります。 18 ✩✩✩ ✩✩✩
わたしの　いえは　せまいです。 19 ✩✩✩ ✩✩✩

8
Хорошая комната, не так ли.                                     

いいへやですね。

へやの　どこに　なにが　ありますか。
Что и где находится в комнате?
ともだちの　いえに　いったとき　ともだちが　
いえに　きたとき　どんな　ことを　はなしますか。
Когда вы приходите в дом своего друга и когда друг 

приходит к вам в дом, что вы говорите друг другу?

にんぎょうは　たなの　うえです。 20 ✩✩✩ ✩✩✩

9 いま　なんじですか。９じです。 21 ✩✩✩ ✩✩✩

わたしは　７じに　おきます。 22 ✩✩✩ ✩✩✩

ひょうか

оценкаトピック

тема

か

Урок

か

урок

にほんごの　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

основная грамматика

В моем доме три комнаты. 

へやがみっつあります。

5 Образ жизни 

せいかつ

1 Японский 

язык 

にほんご 

2 Я

わたし

В котором часу вы встаете? 

なんじにおきますか。

4 Дом                    

いえ 

3 Еда              　
たべもの 

Что вы любите есть?                          

なにがすきですか。

Где вы собираетесь 

пообедать?    

どこでたべますか。  

Моя семья состоит 

из трёх человек.            

 かぞくはさんにんです。

3
Приятно познакомиться 

どうぞよろしく    

はじめて　あった　ひとと　どんな　あいさつを　しますか
Какое приветствие вы используете, 

когда впервые встречаете человека?
はじめて　あった　ひとと　なにを　しますか
Что вы будете делать, 

когда вы встречаетесь с человеком в первый раз?

はじめて　あった　ひとと　かぞくについて　なにを　
はなしますか
Что вы скажете про свою семью человеку, 

которого встретили впервые
かぞくのしゃしんをみてなにをはなしますか。
Что вы будете говорить, смотря на фото своей семьи

どんな　いえに　すんで　いますか。

В каком доме вы живете?

へやに　なにが　ありますか。

Что находится у вас в доме (комнате)?

いま　なんじですか。
Который сейчас час?
まいにち　なんじに　おきますか。なんじに　ねますか。
Во сколько вы каждый день просыпаетесь? 

Во сколько вы каждый день ложитесь спать?

あなたは　いつも　あさごはんを　たべますか。

Вы всегда завтракаете?

たべものは　なにが　すきですか。

Что вы любите из еды?

のみものは　なにが　すきですか。

Что вы любите из напитков?

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

4

5

6

7

あなたは　ひるごはんを　いつも　どこで　たべますか。
Где вы всегда обедаете?
ファーストフードの　みせで　たべますか。
Едите ли вы в ресторанах фастфуда? 

なにを　たべますか。Что вы едите?



にゅうもんA1りかい

かいしゃは　９じから　５じまでです。 23 ✩✩✩ ✩✩✩
７じかん　しごとを　します。 24 ✩✩✩ ✩✩✩
きんようびが　いいです。 25 ✩✩✩ ✩✩✩
どくしょが　すきです。 26 ✩✩✩ ✩✩✩
ギターが　できます。 27 ✩✩✩ ✩✩✩
うちで　えいがを　みます。 28 ✩✩✩ ✩✩✩
ときどき　かいものを　します。 29 ✩✩✩ ✩✩✩
どようびに　コンサートが　あります。 30 ✩✩✩ ✩✩✩
こくさいホールで　えいがが　あります。 31 ✩✩✩ ✩✩✩
すもうを　みに　いきます。 32 ✩✩✩ ✩✩✩
いっしょに　こうえんに　いきませんか。 33 ✩✩✩ ✩✩✩
いきましょう。 34 ✩✩✩ ✩✩✩
うちから　えきまで　バスで　いきます。 35 ✩✩✩ ✩✩✩
えきで　でんしゃに　のります。 36 ✩✩✩ ✩✩✩
くうこうは　でんしゃが　いいです。 37 ✩✩✩ ✩✩✩
はやいですから。 38 ✩✩✩ ✩✩✩
ふるいじんじゃ、にぎやかなまち 39 ✩✩✩ ✩✩✩
さいたまに　ふるい　じんじゃが　あります。 40 ✩✩✩ ✩✩✩
えきの　となり、きっさてんの　まえ 41 ✩✩✩ ✩✩✩
きっさてんは　えきの　となりに　あります。 42 ✩✩✩ ✩✩✩
わたしは　きっさてんの　まえに　います。 43 ✩✩✩ ✩✩✩
わたしは　アクセサリーが　ほしいです。 44 ✩✩✩ ✩✩✩
わたしは　カーラさんに　はなを　あげます。 45 ✩✩✩ ✩✩✩
カーラさんは　ホセさんに　チョコレートを　もらい

ました。
46 ✩✩✩ ✩✩✩

きょねん　にほんで　とけいを　かいました。 47 ✩✩✩ ✩✩✩
これは　いくらですか。 48 ✩✩✩ ✩✩✩

Tシャツを　ください。 49 ✩✩✩ ✩✩✩
きのう　デパートに　いきました。 50 ✩✩✩ ✩✩✩
かいものは　たのしかったです。 51 ✩✩✩ ✩✩✩
デパートは　にぎやかでした。 52 ✩✩✩ ✩✩✩
わたしは　どこにも　いきませんでした。 53 ✩✩✩ ✩✩✩
おてらを　みました。それから、おみやげを　かいま

した。
54 ✩✩✩ ✩✩✩

おすしは　おいしかったです。でも、たかかったです。 55 ✩✩✩ ✩✩✩
かぶきは　きれいでした。そして、おもしろかったです。 56 ✩✩✩ ✩✩✩
きょうとに　いきたいです。 57 ✩✩✩ ✩✩✩

Какое у вас хобби?            

 しゅみはなんですか。

Давайте пойдём вместе 

いっしょにいきませんか。

В котором часу вам удобно? 

 いつがいいですか。

6 Выходные 1  

やすみのひ １  

6 Выходные 1  

やすみのひ １  

5 Образ жизни 

せいかつ

いま　ほしい　ものが　ありますか。
Есть ли вешь, которую вы хотите?
よく　どこで　かいものを　しますか。
Где вы часто делаете покупки?

よく　ようふくを　かいますか。ようふくは　いくらですか。
Часто ли вы покупаете одежду? Сколько стоит одежда?
かいものを　するとき　みせの　ひとに　どんな　ことを　
いいますか。
Когда вы делаете покупки, что вы говорите продавцу?

あなたの　かいしゃは　なんじから　なんじまでですか。
Со скольки и до скольки вы работаете?
あなたは　まいにち　なんじかん　しごとを　しますか。
Сколько часов в день вы работаете?

あなたの　しゅみは　なんですか。なにが　すきですか。
Какое у вас хобби? Что вы любите?
やすみの　ひは　なにを　しますか。
Что вы делаете в выходной день?

あなたの　まちでは　どんな　イベントが　ありますか。
Какие события бывают у вас в городе?
だれと　いっしょに　いきますか。
С кем  вы на них ходите?

7　Город

まち 

Как мне добраться до...? 

どうやっていきますか。

известный буддийский 

храм. 

ゆうめいなおてらです。

あなたは　うちから　がっこうまで　どうやって　いきますか。
Как вы добираетесь из дома  до школы?
タクシーで　うんてんしゅに　どんな　ことを　
いいますか。Что вы говорите таксисту? 

あなたの　まちは　どんな　まちですか。なにが　ありますか。
Какой город, где вы живете? Что там есть?
たてものや　ひとの　ばしょを　どうやって　せつめいしますか。
Как вы будете рассказывать про здания и места, 

где бывают люди?

12

13

14

つぎの　やすみの　ひに　なにを　しますか。
Что вы будете делать на следующих выходных?
せんしゅうの　やすみの　ひに　なにを　しましたか。
Что вы делали на прошлых выходных?

いままで　どこを　りょこうしましたか。どうでしたか。
Вы ездили в путешествие раньше? Как вам понравилось?
つぎは　どこに　いきたいですか。
Куда собираетесь поехать в следующий раз?

17

18

8　Покупки           

かいもの

9　Выходные 2

やすみのひ 2   

Было весело.  

たのしかったです。                        

Я бы хотел в следующий 

раз посетить Киото.                 

つぎはきょうとに

いきたいです。

Хорошенький!               

 かわいい

Дайте, пожалуйста,  это. 

これ、ください

15

16

10

11


