
 

ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ 

 

Вторая часть комплексного теста  

Задание по ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 2020 (11 класс) ДЕМО 

 

Выполните задания (20 баллов).  

 

Задание 1. Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (A,B,C или 

D) на вопрос, следующий за текстом.  

 

私は 今 ロンドンにいます。ここ は  

ちょっとさむいです。ロンドンはとてもきれいな町です。きのうは おしろ* を 

見ました。古かったですが、とてもきれいでした。たくさん しゃしん を  

とりました。よるはクラシックのコンサートに行きました。よかったです。  

ロンドンにはカフェがたくさんあります。毎日  

カフェでコーヒーを飲みます。ケーキも食べます。すごくおいしいです。四日に 

帰ります。また 日本であいましょう。 

 

*おしろ замок 

 

1) この人は今、どこにいますか。 

А. 中国 

В. 日本 

С. アメリカ 

D.  イギリス 

 

2) おしろ は どんなところですか。 

А. おもしろくて、きれいです。 

В. きれいで、あたらしくないです。 

С. 大きくて、ふるいです。 

D. ふるくて、きれいじゃないです。 

 



3) この人が 行かなかったところは何ですか。 

А. きっさてん 

В. スーパー 

С. 古いおしろ 

D. コンサートホール 

 

Задание 2. 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 としょかんではありません。うちの そばの  

としょかんです。 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、べんりではありません。古い本は としょかんの人に  

聞いて、としょかんの人が 出してきます。 時間が かかります。うちの そばの  

としょかんは 大きくありませんが、古い本が たくさん あります。本は じぶんで  

本だな* から 出して、読みます。とても べんりです。 
 

 本だな*  - книжная полка 

1 この人は 大学の じゅぎょうが 好きです 。  

2 この人は うちの そばの としょかんで 本を 読みます。  

3 うちの そばの としょかんは しずかです。  

4 大学の としょかんは しずかじゃないです。  
 

Задание 3. Выполните лексико-грамматический тест.  

 

1. Укажите единственно верный вариант чтения подчеркнутого слова в 

предложении. 

妹はからだが大きいです。 

A．あね  B．つま   C．いもうと  D．おとうと 

 

2. Укажите единственно верный вариант написания подчеркнутого слова в 

предложении. 

日本のふゆはさむくないです。 

A．夜  B．夕  C．夏  D．冬 

 
 



3. Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

このへやは_________です。 

A．みじかい B．ひろい  C．からい  D．ひくい 

 

 

 

4. Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска 

「えきまで ＿＿＿＿ぐらいかかりますか 。」「３０分です。」 

 

A．どの  B．いくつ   C．何   D．どんな 

 

5. Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

クラスは九時＿＿＿ はじまります。 

A．まで  B．で  C．を  D．に 

 

6. Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

あのこうえんは ＿＿＿＿ところ です。 

A．しずかだ  B．しずかの C．しずかな D．しずかい      
 

7. Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

としょかんで＿＿＿＿をかりました。 

A．やさい  B．てがみ  C．ギター  D．ざっし 

 

8. Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска 

ここに子どもが いるから、 ＿＿＿＿＿＿＿＿。 

A．たばこを すってください 

B．たばこを すいないでください 

C．たばこを すってもいけません 

D．たばこを すってはいけません 

 

Задание 4. Ответьте письменно на вопросы. 

1. たなばたはいつですか。  

2. 日本人は食べるまえ、何と言いますか。 

 

 

 

 

 



Задание 5. Опишите картинку как можно подробнее: что где находится, кто чем 

занимается. Обязательно используйте следующие конструкции и формы: 

1. Глаголы местонахождения (いる и ある) 

2. Длительный вид глаголов（～ている）.   

3. Конструкция «Я думаю, что…» 

Напишите не менее 8-ми предложений. 


