
1
スポーツの
試合
Спортивные 
соревнования

1  友だちを外出にさそう／さそいをうける Пригласить друга/ принять приглашение от друга 1 ☆☆☆

2  りゆうを言ってさそいをことわる Сказать причину и вежливо отказаться от приглашения 2 ☆☆☆

3  りゆうを言ってやくそくをキャンセルする Сказать причину и отказаться от обещанного 3 ☆☆☆

4  スポーツの試合で好きなチームをおうえんする Болеть за свою любимую команду во время соревнований 4 ☆☆☆

5  自分が見たスポーツの試合について話す
Рассказать о соревнованиях, которые видел 
собственными глазами 5 ☆☆☆

6  おわびのメールと返事のメールから、じじつと書いた人
の気持ちを読みとる

Прочитать письмо с извинениями, понять его суть и 
эмоции автора

6 ☆☆☆

7  外出のほうこくのメールから、じじつと書いた人の気持
ちを読みとる

Прочитать письмо об участии в соревнованиях, 
понять его суть и эмоции автора 7 ☆☆☆

2
家をさがす
Выбор места
для

проживания

8  住むところをさがすのにだいじなポイントは何か話す Рассказать о важных для вас пунктах при выборе жилья 8 ☆☆☆

9  自分が住んでいるところについてメモを見て発表する
Используя записи, сделать небольшую презентацию о месте, 
где вы живете 9 ☆☆☆

10  サイトのきじから、どんな家に住んでいるか、そのりゆ
うは何か読みとる

Прочитать статью в интернете и понять, где живет автор 
и почему

10 ☆☆☆

11  サイトのきじから、仕事と住むところについて書いた人
の考え方を読みとる

Прочитать статью в интернете и понять, что автор думает 
о своей работе и месте, где он проживает 11 ☆☆☆

3
ほっとする
食べ物
Моя любимая еда

12  外国の食べ物についてどう思うか話す Рассказать, что вы думаете о заграничной еде 12 ☆☆☆

13  自分の食生活についてメモを見て発表する
Используя записи, сделать небольшую презентацию о 
своих гастрономических предпочтениях

13 ☆☆☆

14  サイトのきじから、ないとこまる食べ物について読みと
る

Прочитать статью в интернете и понять, что автор пишет 
о еде и о блюдах, без которых он не может жить 14 ☆☆☆

15  サイトのきじから、食生活について書いた人の考え方
を読みとる

Прочитать статью в интернете и понять, что автор 
думает о предпочтениях в еде

15 ☆☆☆

4
訪問

Поход
в

гости 

16  客を家の中にあんないする Показать гостям ваш дом 16 ☆☆☆

17  家族を客に紹介する Представить гостям членов вашей семьи 17 ☆☆☆

18  外国などで生活したけいけんや思い出についてメモを見
て発表する

Используя записи, рассказать о своем проживании 
за границей 18 ☆☆☆

19  サイトのきじから、書いた人が友だちの家を訪問した日
のことや、そのときの気持ちを読みとる

Прочитать статью в интернете и понять, какие 
были впечатления у автора от визита к другу 19 ☆☆☆

20  訪問客へのおれいのメールから、書いた人の気持ちを
読みとる

Прочитать благодарственное письмо от иностранного 
гостя и понять его впечатления 20 ☆☆☆

5
ことばを学ぶ
楽しみ

Веселое 
изучение 
языков

21  外国語を勉強する方法について話す Рассказать об изучении иностранного языка 21 ☆☆☆

22  外国語をクラスで学ぶ楽しみについてメモを見て発表
する

Используя записи, рассказать о веселом изучении 
иностранного языка в классе 22 ☆☆☆

23  サイトのきじから、外国で日本語を学ぶ方法を読みと
る

Прочитать статью на сайте и понять, как преподают 
японский язык в других странах 23 ☆☆☆

24  友だちのメールから、その人の外国語の勉強のけいけ
んと今の気持ちを読みとる

Прочитать письмо от друга о его опыте изучения 
иностранного языка и понять его впечатления 24 ☆☆☆

V- なければ なりません／

V- なきゃ いけません

土曜日に父の知りあいを迎えに行か

なければなりません。／行かなきゃ

いけません。
☆☆☆

イＡ／ナＡ ＋ さ、V- ます

（おもしろさ、かんたんさ、さそい）

選手のプレーのすばらしさに感動し

ました。／勉強が忙しいから、友だ

ちのさそいをことわりました。
☆☆☆

と／で／へ／から／まで ＋ の
来月のマリナーズとの試合、いっしょ

に行きましょう。
☆☆☆

イA- く ても／なくても　　　

ナ A ／ N でも／じゃなくても　　　

せまくてもがまんしています。／

不便でもここに住みたいです。
☆☆☆

 S1 ば／なければ、  S2 
もっと広いへやがあれば、ひっこし

たいです。
☆☆☆

N2 みたいな N1／

N1 は N2 みたいです

ラーメンみたいな食べ物／ベジマイ

トは（見た目が）ジャムみたいです。
☆☆☆

　　　ないです／

　　　ありません

ラーメンは毎日食べてもあきないで

す。／ベジマイトはあまくありません。
☆☆☆

N（ひと）は／が V-て くれます アニスさんが家によんでくれました。 ☆☆☆

N（ひと）に V-て もらいます
アニスさんにつうやくをしてもらい

ました。
☆☆☆

V-（よ）うと 思っています
大学を卒業したら、日本に留学しよ

うと思っています。
☆☆☆

V- そうです／

V- そうな N

つぎの試験は、いいせいせきがとれ

そうです。／私にも読めそうな本
☆☆☆

（数量）も

きのうは 3 時間もチャットをしまし

た。

チャットは楽しいので、何時間もや

ります。

☆☆☆
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6
結婚
Брак и 
свадьба

25  友だちのさいきんのニュースについて別の友だちと話す Поговорить с другом о недавних событиях, 
которые произошли с другим общим другом

25 ☆☆☆

26  友だちについて聞いた話をほんにんにたしかめる　
Спросить друга, правда ли то, что говорят о нем 
другие 26 ☆☆☆

27  友だちのために、メモを見て結婚式のスピーチをする Используя записи, произнести речь на свадьбе друга 27 ☆☆☆

28  結婚する２人が書いたサイトのきじを読んで、どんな結
婚式をするかすいそくする

Прочитать статью в интернете от пары, которая собирается 
пожениться, и понять, какую свадьбу они хотели бы сыграть 28 ☆☆☆

29  結婚についてしらべたけっかを読んで、だいじなポイン
トをりかいする

Прочитать результаты исследования, посвященного 
свадьбам, и понять главные аспекты

29 ☆☆☆

7
なやみ相談
Поговорим 
о проблемах

30  ほかの人の心配なようすについて話す Поговорить о людях, которые выглядят обеспокоенными 30 ☆☆☆

31  元気がない人にこえをかける Поговорить с человеком, который выглядит 
расстроенным

31 ☆☆☆

32  ほかの人のなやみについてしらべて、けっかをメモを見
て発表する

Помочь решить проблемы, которые беспокоят другого 
человека, и рассказать об этом, используя записи 32 ☆☆☆

33  なやみ相談のサイトのきじから、ないようと相談してい
る人の気持ちを読みとる

Прочитать статью с сайта, где даются советы по 
решению проблем, понять, что это за проблема и что 
чувствует человек

33 ☆☆☆

34  なやみ相談へのアドバイスを読んで、だいじなポイント
をりかいする

Прочитать совет относительно проблемы и 
понять основные моменты

34 ☆☆☆

8
旅行中の
トラブル

Проблемы 
во время 
путешествия

35  空港でアナウンスがわからないときに、ほかの人に聞く
／答える

Спросить людей, когда вы не до конца поняли 
объявление в аэропорту, или ответить на вопрос 35 ☆☆☆

36  自分がどこで何をしていたか、思い出して言う Вспомнить и сказать, где вы были и что делали 36 ☆☆☆

37  どこかで忘れ物をした友だちを助ける Помочь другу, который где- то забыл свои вещи 37 ☆☆☆

38  だれかに助けをもとめる Попросить помощи в экстренной ситуации 38 ☆☆☆

39  サイトのきじから、書いた人がけいけんした旅行中のト
ラブルとそのときの気持ちを読みとる

Прочитать статью на сайте и понять, какие 
проблемы возникли у автора во время путешествия 
и что он чувствовал тогда

39 ☆☆☆

40  サイトのきじから、書いた人がけいけんした旅行中のト
ラブルとそれを今どう考えているか読みとる

Прочитать статью на сайте и понять, какие 
проблемы возникли у автора во время путешествия 
и что он думает об этом сейчас

40 ☆☆☆

9
仕事をさがす
Поиск работы

41  会社の受付で、会いたい人にれんらくしてもらう Попросить в приемной компании поговорить с 
человеком, с которым вы хотите встретиться

41 ☆☆☆

42  勤めている会社と自分の仕事についてメモを見て発表す
る

Используя записи, сделать небольшую презентацию 
о фирме, в которой вы работаете

42 ☆☆☆

43  しゅうしょくの相談と返事のメールから、書いた人が何
を思っているか読みとる

Прочитать электронное письмо с вопросом и ответом 
о поисках работы и понять точку зрения авторов 43 ☆☆☆

44  しゅうしょく活動のかんそうを書いたメールから、書い
た人の気持ちや考えを読みとる

Прочитать письмо человека, который ищет работу, и 
понять его мысли и впечатления 44 ☆☆☆

V-て あげます
（私は）のりかの願いを聞いてあげ

ます。
☆☆☆

V- なくても いいです／だいじょうぶ

です

大きなパーティーはしなくてもいい

です。
☆☆☆

S1（ふつうけい plain form）のに、  

S2 

せっかく会っているのに、友だちは

カレシと長電話をします。
☆☆☆

（N（ひと）に）V-て／ V- ないで ほ

しいです

私は S 子にマナーをまもってほしい

です。／長電話をしないでほしいで

す。

N が V（自動詞 intransitive verb）

（人が） N を V（他動詞 transitive

 verb）

電気がつきます。

ホテルの人が電気をつけます。
☆☆☆

V1- ながら V2
ホテルの人は歩きながら、ホテルの

歴史を説明しました。
☆☆☆

V- る ことが できます
ヨーロッパのじょうほうを集めるこ

とができます。
☆☆☆

V1- る より V2- る ほうが 

イA ／ナ A です

人の前で話すよりレポートを書く方

がとくいです。
☆☆☆
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